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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　分散アンテナシステム用のコントローラであって、前記分散アンテナシステムは、複数
のアンテナユニットを備え、各アンテナユニットは、第１のネットワークを定義する第１
の周波数帯と第２のネットワークを定義する第２の周波数帯とで動作可能であり、
　前記コントローラは、プロセッサを備え、
　前記プロセッサは、ジオロケーショントラフィック仕様を受信するように構成されてお
り、前記ジオロケーショントラフィック仕様は、前記分散アンテナシステムを使用するデ
バイスの位置の表示と前記デバイスのトラフィック要件とを備え、
　前記プロセッサは、前記受信されたジオロケーショントラフィック仕様に基づいて、前
記第１のネットワーク上で動作させるために前記複数のアンテナユニットのうちの１つの
アンテナユニットまたは前記複数のアンテナユニットのうちの複数のアンテナユニットを
含むグループを選択するように構成されており、前記アンテナユニットまたはアンテナユ
ニットのグループは、前記デバイスの前記位置での前記第１のネットワークに関する前記
デバイスの前記トラフィック要件を満足させるように選択される、
　コントローラ。
【請求項２】
　前記ジオロケーショントラフィック仕様は、前記分散アンテナシステムを使用する第２
のデバイスの位置の表示と前記第２のデバイスのトラフィック要件とをさらに備え、
　前記プロセッサは、前記受信されたジオロケーショントラフィック仕様に基づいて、前
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記第２のネットワーク上で動作させるために、前記複数のアンテナユニットのうちの第２
のアンテナユニットまたは前記複数のアンテナユニットのうちの複数のアンテナユニット
を含む第２のグループを選択するように構成されており、前記第２のアンテナユニットま
たはアンテナユニットの第２のグループは、前記第２のデバイスの前記位置での前記第２
のネットワークに関する前記第２のデバイスの前記トラフィック要件を満足させるように
選択される、請求項１に記載のコントローラ。
【請求項３】
　前記第１のネットワークは、ワイヤレスローカルエリアネットワークであり、前記第２
のネットワークは、セルラーネットワークである、請求項１又は２に記載のコントローラ
。
【請求項４】
　前記ジオロケーショントラフィック仕様は、ヒストリックジオロケーショントラフィッ
ク仕様と短期ジオロケーショントラフィック仕様とのうちの少なくとも１つを備える、請
求項１乃至３のいずれか１項に記載のコントローラ。
【請求項５】
　前記ジオロケーショントラフィック仕様は、前記分散アンテナシステムを使用する前記
デバイスの非アクセス層アタッチ要求から導出される、請求項１乃至４のいずれか１項に
記載のコントローラ。
【請求項６】
　前記ジオロケーショントラフィック仕様は、前記分散アンテナシステムを使用する前記
デバイスのＡＤＤＴＳ．ｒｅｑｕｅｓｔデータおよび／またはＡＤＤＴＳ．ｒｅｓｐｏｎ
ｓｅデータから導出される、請求項１乃至４のいずれか１項に記載のコントローラ。
【請求項７】
　前記プロセッサは、タイムスロットを周期的に繰り返すように構成され、前記タイムス
ロットは、前記プロセッサが前記ジオロケーショントラフィック仕様を受信するように構
成された第１のサブスロットと、前記プロセッサが前記第１のネットワーク上で動作させ
るために前記アンテナユニットまたはアンテナユニットのグループを選択するように構成
された第２のサブスロットとを備える、請求項１乃至６のいずれか１項に記載のコントロ
ーラ。
【請求項８】
　前記タイムスロットは、第３のサブスロットをさらに備え、前記プロセッサは、前記分
散アンテナシステムを使用する前記デバイスが前記第３のサブスロット中にデータを送信
および／または受信することを許可するように構成されている、請求項７に記載のコント
ローラ。
【請求項９】
　前記プロセッサは、前記分散アンテナシステムを使用する前記デバイスのトラフィック
フローレートに依存して前記第３のサブスロットの長さをセットするように構成されてい
る、請求項８に記載のコントローラ。
【請求項１０】
　分散アンテナシステムを管理するための方法であって、前記分散アンテナシステムは、
複数のアンテナユニットを備え、各アンテナユニットは、第１のネットワークを定義する
第１の周波数帯と第２のネットワークを定義する第２の周波数帯とで切り替え可能に動作
可能であり、
　前記方法は、
　前記分散アンテナシステムを使用するデバイスの位置の表示と前記デバイスのトラフィ
ック要件とを備えるジオロケーショントラフィック仕様を受信することと、
　前記受信されたジオロケーショントラフィック仕様に基づいて、前記第１のネットワー
ク上で動作させるために、前記デバイスの前記位置での前記第１のネットワークに関する
前記デバイスの前記トラフィック要件を満足させるように選択された、前記複数のアンテ
ナユニットのうちの１つのアンテナユニットまたは前記複数のアンテナユニットのうちの
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複数のアンテナユニットを含むグループを選択することと、
　を備える、方法。
【請求項１１】
　前記ジオロケーショントラフィック仕様は、前記分散アンテナシステムを使用する第２
のデバイスの位置の表示と前記第２のデバイスのトラフィック要件とをさらに備え、前記
方法は、
　前記受信されたジオロケーショントラフィック仕様に基づいて、前記第２のネットワー
ク上で動作させるために、前記第２のデバイスの前記位置での前記第２のネットワークに
関する前記第２のデバイスの前記トラフィック要件を満足させるように選択された、前記
複数のアンテナユニットのうちの第２のアンテナユニットまたは前記複数のアンテナユニ
ットのうちの複数のアンテナユニットを含む第２のグループを選択することと、
　をさらに備える、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ジオロケーショントラフィック仕様は、ヒストリックジオロケーショントラフィッ
ク仕様と短期ジオロケーショントラフィック仕様とのうちの少なくとも１つを備える、請
求項１０又は１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記方法は、タイムスロットを周期的に繰り返すことを備え、前記タイムスロットは、
プロセッサが前記ジオロケーショントラフィック仕様を受信するように構成される第１の
サブスロットと、前記プロセッサが前記第１のネットワーク上で動作させるために前記ア
ンテナユニットまたはアンテナユニットのグループを選択するように構成される第２のサ
ブスロットとを備える、請求項１０乃至１２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記タイムスロットは、前記分散アンテナシステムを使用する前記デバイスが前記分散
アンテナシステムを介してデータを送信し、および／または受信する第３のサブスロット
をさらに備える、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　第１のネットワークを定義する第１の周波数帯と第２のネットワークを定義する第２の
周波数帯とのカバレージを提供するための分散アンテナシステムであって、前記分散アン
テナシステムは、
　前記第１のネットワーク上及び前記第２のネットワーク上で各々が動作可能な複数のア
ンテナユニットと、
　前記アンテナユニットに動作可能に接続されたコントローラと、を備え、前記コントロ
ーラは、プロセッサを備え、
　前記プロセッサは、
　　ジオロケーショントラフィック仕様を受信するように構成されており、前記ジオロケ
ーショントラフィック仕様は、前記分散アンテナシステムを使用するデバイスの位置の表
示と前記デバイスのトラフィック要件とを備え、
　前記プロセッサは、
　　前記受信されたトラフィック仕様に基づいて、前記第１のネットワーク上で動作させ
るために前記複数のアンテナユニットのうちの１つのアンテナユニットまたは前記複数の
アンテナユニットのうちの複数のアンテナユニットのグループを選択するように構成され
ており、前記アンテナユニットまたはアンテナユニットのグループは、前記デバイスの前
記位置での前記第１のネットワークに関する前記デバイスの前記トラフィック要件を満足
させるように選択される、
　分散アンテナシステム。
【請求項１６】
　前記アンテナユニットのうちの少なくとも１つに前記コントローラを接続するハブをさ
らに備える、請求項１５に記載の分散アンテナシステム。
【請求項１７】
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　前記コントローラに動作可能に接続されたデータベースをさらに備え、前記データベー
スは、ヒストリックジオロケーショントラフィックデータを記憶する、請求項１５又は１
６に記載の分散アンテナシステム。
【請求項１８】
　プロセッサ上で実行されたときに、前記プロセッサに請求項１０乃至１４のいずれか１
項に記載の方法を実行させるコンピュータ実行可能命令を担持する、コンピュータ可読キ
ャリアメディア。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書で説明される実施形態は、全般的に分散アンテナシステムを管理することに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　スマートフォンおよびコンピューティングデバイスの増加する使用は、ネットワーク要
件がますます異種（heterogeneous）になること、すなわち、異なるタイプのセルが、同
一エリア内で共存する異なるネットワーク上で動作し、互いにオーバーラップすることを
まねいている。ハイブリッド異種の一般的な例は、セルラーネットワーク（ＬＴＥ（登録
商標）ネットワークなど）とワイヤレスローカルエリアネットワーク（すなわち、Ｗｉｆ
ｉ）のオーバーラップである。あるネットワーク上の増加したトラフィック負荷に応答し
て、Ｗｉｆｉオフローディングを有するセルラー通信（モバイルセルラートラフィック（
ＬＴＥなど）が部分的にＷｉｆｉにオフロードされる）が、トラフィック負荷を管理する
ツールとしてますます普及してきている。
【０００３】
　分散アンテナシステム（ＤＡＳ：distributed antenna system）は、しばしば共通のソ
ースに接続される地理的エリアまたは構造内に配置された一連の離隔されたアンテナであ
る。分散アンテナシステムは、ある地理的エリアにネットワークカバレージを提供し、オ
フィスまたはショッピングセンター内に頻繁に設置される。典型的なＤＡＳは、本明細書
では「ネットワーク」と呼ばれる単一の周波数帯上で、たとえばＬＴＥネットワーク上で
動作する。そのような配置は、単一のネットワークオペレータによって提供される単一の
ネットワークのカバレージを提供することに専用である。
【０００４】
　消費者トラフィック負荷は、増加し続ける。Ｗｉｆｉオフローディングおよび他の関連
技術が、より頻繁に使用されるようになる可能性が高い。これは、ネットワークシステム
が、ますます異種になり、分散アンテナシステムが、単一より多数のネットワークをサポ
ートする必要が生じることを意味する。現在の分散アンテナシステムは、別々の専用アン
テナを使用して２つのネットワーク（たとえば、Ｗｉｆｉおよびセルラーネットワーク）
のカバレージを提供することができるが、これは、非効率的になる可能性があり、アンテ
ナ使用およびトラフィック負荷ハンドリングが、そのような配置が許すものより効果的に
最適化されるシステムを提供することが望ましいことがわかった。
【発明の概要】
【０００５】
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１Ａ】従来技術の実施形態による単一ネットワークＤＡＳを概略的に示す図。
【図１Ｂ】従来技術の実施形態によるマルチネットワークＤＡＳを概略的に示す図。
【図２Ａ】ＬＴＥセルラーネットワークを提供する従来技術の実施形態によるＤＡＳを概
略的に示す図。
【図２Ｂ】２つのＬＴＥセルラーネットワークを提供する従来技術の実施形態によるＤＡ
Ｓを概略的に示す図。
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【図２Ｃ】Ｗｉｆｉネットワークを提供する従来技術の実施形態によるＤＡＳを概略的に
示す図。
【図２Ｄ】２つのＷｉｆｉネットワークを提供する従来技術の実施形態によるＤＡＳを概
略的に示す図。
【図３】３つの異なるタイムスロットでＷｉｆｉとＬＴＥネットワークとを提供する実施
形態によるＤＡＳを概略的に示す図。
【図４】第１のタイムスロットと第２のタイムスロットとでマルチプルなネットワークを
提供する実施形態によるＤＡＳを概略的に示す図。
【図５】５つの異なる構成でマルチプルなネットワークを提供する実施形態によるＤＡＳ
を概略的に示す図。
【図６】一実施形態での使用のためのタイムスロットを示すフロー図。
【図７】一実施形態によるコントローラを概略的に示す図。
【図８】一実施形態による方法を示すフロー図。
【図９】一実施形態によるタイムスロットの実装形態を概略的に示す図。
【図１０】一実施形態の方法による実装形態を概略的に示す図。
【図１１】一実施形態の方法によるトラフィック要求メッセージの例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　一実施形態によれば、分散アンテナシステム（ＤＡＳ）用のコントローラであって、該
ＤＡＳは、複数のアンテナユニットを備え、ここにおいて、各アンテナユニットは、第１
のネットワークを定義する第１の周波数帯で動作可能であり、
　ここにおいて、コントローラは、プロセッサを備え、
　　プロセッサは、
　　　ジオロケーショントラフィック仕様（geo-location traffic specification）を受
信する、
　　　　ここにおいて、ジオロケーショントラフィック仕様は、ＤＡＳを使用するデバイ
スの位置の表示（indication）とデバイスのトラフィック要件とを備える、
　　ように構成され、
　　プロセッサは、
　　　受信されたジオロケーショントラフィック仕様に基づいて、第１のネットワーク上
で動作させるためにアンテナユニットまたはアンテナユニットのグループを選択する、こ
こにおいて、
　　　アンテナユニットまたはアンテナユニットのグループは、デバイスの位置での第１
のネットワークに関するデバイスのトラフィック要件を満足させるように選択される、
　　ようにさらに構成される、
　ＤＡＳ用のコントローラである。
【０００８】
　アンテナユニットは、第２のネットワークを定義する第２の周波数帯でさらに動作可能
であり得る。
【０００９】
　各アンテナユニットは、第２のネットワークを定義する第２の周波数帯でさらに動作可
能であり得る。
【００１０】
　いくつかの実施形態では、ＤＡＳは、複数のアンテナユニットを備えることができ、こ
こにおいて、少なくとも１つのアンテナユニットは、第１のネットワークを定義する第１
の周波数帯で動作可能であり、少なくとも１つのアンテナユニットは、第２のネットワー
クを定義する第２の周波数帯で動作可能である。第１のネットワーク上で動作可能なアン
テナユニットまたは複数のアンテナユニットは、第２のネットワーク上で動作可能なアン
テナユニットまたは複数のアンテナユニットと同一ではないものであり得る。
【００１１】
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　ジオロケーショントラフィック仕様は、マルチプルなデバイスの位置の表示とマルチプ
ルなデバイスのトラフィック要件とを備えることができる。
【００１２】
　プロセッサは、その代わりに、ＤＡＳを使用するデバイスのジオロケーショントラフィ
ックデータを受信し、獲得されたトラフィックデータに基づいて、第１のネットワーク上
で動作させるためにアンテナユニットまたはアンテナユニットのグループを選択するよう
に構成され得る。
【００１３】
　アンテナユニットまたはアンテナユニットのグループは、デバイスの第１のネットワー
クのカバレージを提供するために選択され得る。
【００１４】
　代替的には、アンテナユニットまたはアンテナユニットのグループは、デバイスのネッ
トワークカバレージを最適化するために選択され得る。
【００１５】
　単一のネットワーク（たとえば、Ｗｉｆｉネットワークまたは４Ｇ　ＬＴＥセルラーネ
ットワーク）は、一般に、固定された周波数帯内で動作する。したがって、用語「周波数
帯」および「ネットワーク」は、文脈からそのような理解が明らかに不適切である場合を
除いて、本開示では主として交換可能であると考えられるべきである。
【００１６】
　分散アンテナシステムは、１つのまたはマルチプルなネットワークのカバレージを提供
するために、特定の位置にわたって分散された複数のアンテナユニットを備えることがで
きる。そのようなカバレージは、デバイスが特定のネットワークを介して送信し、受信す
ることを可能にし、たとえば、ラップトップなどの無線局（ＳＴＡ）が、ローカルワイヤ
レスネットワーク（「Ｗｉｆｉ」）に接続することができ、あるいは、携帯電話機などの
ユーザ機器（ＵＥ）が、「４Ｇ　ＬＴＥ」などのセルラーネットワークに接続することが
できる。
【００１７】
　一実施形態では、カバレージは、ＤＡＳを使用するデバイスの、ネットワークを介して
データを送信する能力、ネットワークを介してデータを受信する能力、またはネットワー
クを介してデータを送信し、受信する能力を指す。カバレージは、第１のネットワーク、
第２のネットワーク、および／または後続のネットワークに効果的に接続し、これを介し
て送信／受信する能力を指す場合がある。用語「送信する」が、本開示で使用される時に
、文脈から明らかに不適切でない限り、「受信する」をも包含することができることを理
解されたい。ネットワークを介して送信する能力は、要求されるネットワークカバレージ
に言及する時に、ネットワークを介して受信する能力に類似すると考えられる。
【００１８】
　任意の数のデバイスが、ＤＡＳを使用することができる。この数は、時間と共に変動す
る可能性がある。ＤＡＳを使用するデバイスは、ＤＡＳを使用して既に送信しているデバ
イス、ならびに、ＤＡＳのカバレージエリア内にあり、ＤＡＳの使用を開始しているまた
は試みているデバイスを備えることができる。
【００１９】
　一実施形態による分散アンテナシステムは、屋内位置または屋外位置に設置され得る。
そのような位置は、ショッピングセンター、オフィス、公園、または他の都心部などの人
口集中地域であり得る。
【００２０】
　一実施形態によれば、コントローラは、ＤＡＳを使用する１つのまたはマルチプルなデ
バイスのトラフィックを動的に管理するように構成される。コントローラは、ＤＡＳにお
けるアンテナ動作を管理するように構成され得る。
【００２１】
　一実施形態によるコントローラは、分散アンテナシステムを監視し、制御することがで
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きる基地局などのデバイスの一部とされまたはそのデバイス内に設置され得る。単一の基
地局が、ＤＡＳを監視し、制御することができ、あるいは、一連のネットワーク接続され
た基地局が、ＤＡＳを監視し、制御することができる。一連のネットワーク接続された基
地局内の各基地局は、ＤＡＳのすべてのアンテナユニットのサブセットを構成する複数の
アンテナユニットに関連付けられ得る。
【００２２】
　一実施形態によれば、１つのアンテナユニットまたは各アンテナユニットは、単一のネ
ットワーク上で動作可能であり得る。
【００２３】
　さらなる実施形態によれば、１つのアンテナユニットまたは各アンテナユニットは、２
つのネットワーク上すなわち第１のネットワーク上と第２のネットワーク上とで動作可能
であり得る。アンテナユニットは、一時に単一のネットワーク上でのみ動作できるもので
あり得る。したがって、１つの（または各）アンテナユニットは、一時に２つの異なるワ
イヤレスネットワークのうちの１つのカバレージを提供し、これらのネットワークの間で
切り替えることが可能であり得る。一実施形態では、各アンテナユニットは、特定の時間
において単一のネットワーク上で動作可能であるのみであるが、他の実施形態では、アン
テナユニットは、同時にマルチプルなネットワーク上で動作可能であり得る。
【００２４】
　いくつかの実施形態では、アンテナユニットは、複数のアンテナを提供することによっ
て、同時に複数のネットワーク上で動作することができる。動作するユニット内のアンテ
ナは、デバイス内干渉を管理するために離隔され得る。
【００２５】
　いくつかの実施形態では、各アンテナユニットは、３つ以上のネットワーク、たとえば
、３つ、４つ、または５つのネットワーク上で動作可能であり得る。
【００２６】
　プロセッサは、ジオロケーショントラフィック仕様を獲得しまたは受信するように構成
される。ジオロケーショントラフィック仕様は、第１のネットワーク（すなわち、単一の
ネットワーク）のジオロケーショントラフィック仕様情報を備えることができる。ジオロ
ケーショントラフィック仕様は、第２のネットワークおよび／または後続のネットワーク
のジオロケーショントラフィック仕様情報をさらに備えることができる。ジオロケーショ
ントラフィック仕様は、複数のネットワークのトラフィック仕様を備えることができる。
【００２７】
　ジオロケーショントラフィック仕様は、ＤＡＳを使用するデバイスに関する情報を備え
ることができる。この情報は、ネットワーク、帯域幅、および要求されるＱｏＳ優先順位
など、ＤＡＳに対するデバイスのトラフィック需要の測定値または「トラフィック要件（
traffic requirement）」を提供することができる。この情報は、トラフィック需要の地
理的位置の表示（indication）を提供することもできる。ジオロケーショントラフィック
仕様は、ＤＡＳを使用するデバイスの位置の表示と、そのデバイスのトラフィック要件を
備えることができる。ジオロケーショントラフィック仕様は、ＤＡＳを使用する複数のデ
バイスの位置の表示と、これらのデバイスのそれぞれのトラフィック要件とを備えること
ができる。位置は、特定のアンテナユニットの伝送距離であるものとして決定され得る。
この情報は、ジオロケーショントラフィックデータに組み込まれまたはこれから導出され
得る。
【００２８】
　ジオロケーショントラフィック仕様は、ＤＡＳを使用する１つまたは複数のデバイスの
位置の表示を備えることができ、この表示は、アンテナユニットから発することができる
。ジオロケーショントラフィック仕様は、１つまたは複数のデバイスのトラフィック要件
を備えることができ、これは、ＤＡＳを使用する１つまたは複数のデバイスから発するこ
とができる。
【００２９】
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　ジオロケーショントラフィック仕様は、ＤＡＳを使用するデバイスのジオロケーション
トラフィックデータを備えまたはこれから導出され得る。ジオロケーショントラフィック
仕様は、ジオロケーショントラフィックデータの合計（summation）であり得る。ジオロ
ケーショントラフィック仕様は、ジオロケーショントラフィックデータの集合（collecti
on）であり得る。
【００３０】
　プロセッサは、各アンテナユニットおよび／またはデータベースからジオロケーション
トラフィック仕様を受信するように構成され得る。代替的には、プロセッサは、複数のア
ンテナユニットおよび／またはデータベースからジオロケーショントラフィックデータを
組み込んだ単一のジオロケーショントラフィック仕様を受信するように構成され得る。
【００３１】
　ジオロケーショントラフィックデータは、ロケーションアウェア（location-aware）ト
ラフィックデータと呼ばれる場合もあり、それに関連する起点（origin）の地理的エリア
を有するかまたは特定の地理的エリアまで追跡され得る、デバイストラフィックまたはデ
バイストラフィックに関する情報によって組み込まれ得る。ジオロケーショントラフィッ
クデータは、デバイスの位置とトラフィック要件とに関する情報であり得る。ジオロケー
ショントラフィックデータは、ＱｏＳベースのトラフィック優先順位付け情報を備えるこ
とができる。ジオロケーショントラフィックデータは、ＤＡＳ内の特定の領域または位置
に関するＤＡＳを使用するデバイスのネットワークトラフィック需要を推定するのに使用
され得る。ジオロケーショントラフィックデータは、ＤＡＳを使用するデバイスからのシ
グナリングパラメータを備えることができる。
【００３２】
　異なるネットワークは、ジオロケーショントラフィックデータに関して異なるプロトコ
ルを指定する可能性があるが、一般に、トラフィックデータは、以下の情報、すなわち、
ネットワークの表示および要求される帯域幅と、デバイスの地理的位置の表示（これは、
使用されるアンテナユニットの表示によって示され得る）と、任意のＱｏＳ仕様の表示の
いずれかまたはすべてを備えることができる。このジオロケーショントラフィックデータ
は、その後、ジオロケーショントラフィック仕様を提供するのに使用され得る。
【００３３】
　ネットワーク上で動作するデバイスによって使用されるプロトコル、コマンド、および
アルゴリズムは、一般に、公に入手可能な標準規格によって規定される。そのような標準
規格の例が、ワイヤレスＬＡＮの媒体アクセス制御層と物理層との仕様に関する、ＩＥＥ
Ｅ標準規格８０２．１１－２０１２、特にパート１１である。
【００３４】
　位置とトラフィック情報とを獲得するためのいくつもの方法が存在する。たとえば、Ｄ
ＡＳを使用するワイヤレスデバイスの位置の表示は、サービングセルの識別がデバイスの
位置に関する推定値を提供するセルＩＤ法と、デバイスのＧＰＳユニットが位置を入手す
るのに使用される補助ＧＰＳと、既知の点の間の三角測量とを介して入手され得る。
【００３５】
　上で議論されたセルＩＤ法に関する一例が、一実施形態で使用される。ＤＡＳ内では、
各デバイスは、１つまたは複数の異なるアンテナユニットに関連付けられ得る。デバイス
がＤＡＳ内で動きまわるとき、それらは、それぞれのネットワークの標準規格によって規
定されるプロトコルを使用して関連付けを変化させる。そのようなプロトコルは、デバイ
スとアンテナユニットとの間の相互作用を必要とする場合があり、この情報は、受信アン
テナに関連付けられることによるデバイスの位置の推定値と、任意のＱｏＳ仕様を含むそ
のトラフィックに関する情報とを提供する。アンテナユニットは、関連付けられたデバイ
スに関するこのジオロケーショントラフィックデータを記憶することができる。このデー
タは、本明細書で説明される実施形態に従ってコントローラ／プロセッサに送られ得るジ
オロケーショントラフィック仕様を作り出すのに使用され得る。
【００３６】
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　ジオロケーショントラフィック仕様は、アンテナによって複数のデバイスから受信され
たジオロケーショントラフィックデータの累積（accumulation）であり得る。ジオロケー
ショントラフィック仕様は、アンテナの場所（locality）での複数のネットワークの総要
件（total requirements）を指定することができる。ジオロケーショントラフィック仕様
は、収集されたジオロケーションデータの形または収集されたジオロケーショントラフィ
ックデータから抽出されたデータの形であり得る。
【００３７】
　プロセッサは、アンテナおよび／またはデータベースからジオロケーショントラフィッ
ク仕様（またはジオロケーショントラフィックデータ）を受信するように構成され得る。
【００３８】
　プロセッサは、受信されたジオロケーショントラフィック仕様に基づいて、第１の（ま
たは後続の）ネットワーク上で動作させるために第１の（または後続の）アンテナユニッ
トまたはアンテナユニットの第１の（または後続の）グループを選択するようにさらに構
成され得、アンテナユニットまたはアンテナユニットのグループは、それぞれのデバイス
の位置での、それぞれ第１の（または後続の）ネットワークに関するジオロケーショント
ラフィック仕様内で表されたデバイスのトラフィック要件を満足させるように選択される
。
【００３９】
　したがって、複数のアンテナユニットまたはアンテナユニットのグループが、単一のま
たは複数のデバイスの、それらのそれぞれの位置でのトラフィック要件を満足させるため
に、それぞれ単一のまたは複数のネットワーク上で動作するように選択され得る。この目
的は、ジオロケーショントラフィック仕様の使用を介して達成される。
【００４０】
　一実施形態によるプロセッサは、受信されたトラフィック仕様に基づいて、第１の（ま
たは後続の）ネットワーク上で動作させるためにアンテナユニットまたはアンテナユニッ
トのグループ（あるいは後続のアンテナユニットまたはアンテナユニットのグループ）を
選択するように構成され得、アンテナユニットまたはアンテナユニットのグループは、Ｄ
ＡＳを使用する１つのまたはすべてのデバイスに第１の（または後続の）ネットワークの
カバレージを提供するために選択される。カバレージは、デバイスがＤＡＳを使用して第
１のネットワーク上で送信し、および／または受信することを可能にする。
【００４１】
　一実施形態によるプロセッサは、受信されたトラフィック仕様に基づいて、第１の（ま
たは後続の）ネットワーク上で動作させるためにアンテナユニットまたはアンテナユニッ
トのグループ（あるいは後続のアンテナユニットまたはアンテナユニットのグループ）を
選択するようにさらに構成され得、アンテナユニットまたはアンテナユニットのグループ
は、ジオロケーショントラフィック仕様の第１の（または後続の）ネットワーク要件を充
足するように選択される。
【００４２】
　それぞれのネットワーク要件の充足または満足は、これらのネットワークに関するトラ
フィック要件を満足させるためにそれぞれのネットワークの十分なカバレージを提供する
ことであり得る。したがって、デバイスがＤＡＳを使用してネットワークを介して送信お
よび／または受信することを可能にすることである。それぞれのネットワーク要件の充足
または満足は、代替的に、デバイストラフィックのあるパーセンテージがＤＡＳを使用し
て送信および／または受信され得るように、十分なカバレージを提供することであり得る
。
【００４３】
　アンテナ選択（第１のおよび／または第２のネットワーク上で働くアンテナユニットの
構成）は、ジオロケーショントラフィック仕様に基づいて決定され得る。ジオロケーショ
ントラフィック仕様は、デバイスがどこに配置されるか、およびそれらが使用しているま
たは使用を要求しているのがどのネットワークであるのかの推定値を決定するのに使用さ
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れ得る。アンテナ選択は、ネットワークを使用するすべてのデバイス（または、ジオロケ
ーショントラフィックデータが受信されたネットワークを使用するすべてのデバイス）が
、それらの位置でそれらが選択したネットワークを介してデータを送信し、および／また
は受信できるように、行われ得る。
【００４４】
　プロセッサは、第１の（または後続の）ネットワーク上で動作させるためにアンテナユ
ニットまたはアンテナユニットのグループ（あるいは後続のアンテナユニットまたはアン
テナユニットのグループ）を選択するように構成され得、アンテナユニットまたはアンテ
ナユニットのグループは、ＤＡＳを使用するデバイスのカバレージを最適化するために選
択される。
【００４５】
　プロセッサは、第１のネットワーク上で動作させるためにアンテナユニットまたはアン
テナユニットのグループを選択するように構成され得る。選択されるアンテナユニットま
たはアンテナユニットのグループは、第１のネットワークのカバレージが（ＤＡＳを使用
するデバイスが第１のネットワークを使用して送信し、および／または受信することを可
能にするために）最適化されるように選択され得る。選択されるアンテナユニットまたは
アンテナユニットのグループは、第２のネットワークのカバレージが最適化されるように
選択され得る。最適化されたカバレージは、ＤＡＳを使用するデバイスが、最適化されて
いないカバレージと比較された時によりたやすく、よりすばやく、またはより簡単に第１
のネットワーク（および任意の後続のネットワーク）を介してデータを送信し、および／
または受信することを可能にすることができる。最適化されたカバレージは、現在の需要
に対して過剰なアンテナユニットを非アクティブ化することによって、冗長性を除去し、
過剰な電力消費を最小化することもできる。何が最適化されたカバレージを構成するかの
尺度（Measures of what constitutes optimised coverage）は、ネットワーク標準規格
、ネットワークオペレータ、ＤＡＳオペレータ、またはＤＡＳ製造業者によって決定され
得る。
【００４６】
　プロセッサは、代替的に、第１の（および／または後続の）ネットワーク上で動作させ
るためにアンテナユニットまたはアンテナユニットのグループ（あるいは後続のアンテナ
ユニットまたはアンテナユニットのグループ）を選択するように構成され得、アンテナユ
ニットまたはアンテナユニットのグループは、ＤＡＳを使用するデバイスのカバレージを
改善しまたは変更するために選択される。
【００４７】
　アンテナユニットまたはアンテナユニットのグループは、代替的に、以前の時間ｔ1と
比較して時間ｔ2にＤＡＳを使用するデバイスのネットワークカバレージを改善するため
にそれぞれのネットワーク上で動作させるために選択され得る。
【００４８】
　プロセッサは、トラフィック推定値を導出するためにジオロケーショントラフィック仕
様またはジオロケーショントラフィックデータを使用するように構成され得、トラフィッ
ク推定値は、デバイスの位置の推定値とトラフィックタイプ（または、ＱｏＳ仕様を含む
ネットワーク要件）とである。
【００４９】
　プロセッサは、推定されたトラフィックタイプが送信されおよび／または受信され得る
か、デバイスのネットワーク要件が満足され得るように、トラフィック推定値に基づいて
、第１のネットワーク上で動作させるためにアンテナユニットまたはアンテナユニットの
グループを選択するように構成され得る。第２の（または後続の）アンテナユニットまた
はアンテナユニットのグループは、推定されたトラフィックタイプが送信されおよび／ま
たは受信され得るか、デバイスのネットワーク要件が満足され得るように、トラフィック
推定値に基づいて第２の（または後続の）ネットワーク上で動作させるために選択され得
る。さらなるアンテナユニットまたはアンテナユニットのグループは、それらの位置でト
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ラフィック要件がないことに起因して、トラフィック推定値に基づいてアイドルモードに
入るために選択され得る。
【００５０】
　アンテナ選択は、短期（short-term）ジオロケーショントラフィック仕様に基づいて行
われ得、これは、現在のデバイス位置とネットワーク要件とＱｏＳ要件との推定値を入手
することを可能にする。
【００５１】
　アンテナ選択は、代替的に、ヒストリック（historic）ジオロケーショントラフィック
仕様（以下を参照されたい）を使用して行われ得、これがまた、デバイス位置とネットワ
ーク要件とＱｏＳ要件との推定を可能にし得る。推定は、ある特定のパターンまたは相関
がヒストリックジオロケーショントラフィック仕様と現在のジオロケーショントラフィッ
ク仕様との間に存在すると仮定することによって、ヒストリカルジオロケーショントラフ
ィック仕様に基づくものとされ得、あるいはヒストリカルジオロケーショントラフィック
仕様から導出され得る。
【００５２】
　アンテナ選択の結果は、従来のＤＡＳではすべてのアンテナユニットが常に単一のネッ
トワーク上で動作しているが、一実施形態では、特定のアンテナユニットだけが一時に動
作しているものであり得る。いくつかの実施形態では、これらのアンテナユニットは、複
数のネットワークのうちの１つを提供することができる。代替実施形態では、すべてのア
ンテナユニットが、常に動作していることができるが、異なるネットワーク上で動作し、
そしてジオロケーショントラフィック仕様に基づいて経時的にネットワークを変更するこ
とができる。アクティブアンテナユニットの配置およびそれらがその上で動作しているネ
ットワークは、ジオロケーショントラフィック仕様の変化に応答して経時的に変化し得る
。
【００５３】
　１つのまたは各アンテナユニットは、第２のネットワークを定義する第２の周波数帯で
さらに動作可能であり得る。
【００５４】
　ジオロケーショントラフィック仕様は、ＤＡＳを使用する第２のデバイスの位置の表示
と第２のデバイスのトラフィック要件とをさらに備えることができ、
　　プロセッサは、受信されたジオロケーショントラフィック仕様に基づいて、第２のネ
ットワーク上で動作させるために、第２のネットワーク上で動作可能な第２のアンテナユ
ニットまたはアンテナユニットの第２のグループを選択するようにさらに構成され得る、
ここにおいて、
　　第２のアンテナユニットまたはアンテナユニットの第２のグループは、第２のデバイ
スの位置での第２のネットワークに関するＤＡＳを使用する第２のデバイスのトラフィッ
ク要件を満足させるように選択される。
【００５５】
　１つのまたは各アンテナユニットは、さらなるネットワークを定義するさらなる周波数
帯でさらに動作可能であり得る。
【００５６】
　ジオロケーショントラフィック仕様は、ＤＡＳを使用するさらなるデバイスの位置の表
示とさらなるデバイスのトラフィック要件とをさらに備えることができ、
　　プロセッサは、受信されたジオロケーショントラフィック仕様に基づいて、さらなる
ネットワーク上で動作させるために、さらなるアンテナユニットまたはアンテナユニット
のさらなるグループを選択するようにさらに構成され得る、ここにおいて、
　　さらなるアンテナユニットまたはアンテナユニットのさらなるグループは、さらなる
デバイスの位置でのさらなるネットワークに関するＤＡＳを使用するさらなるデバイスの
トラフィック要件を満足させるように選択され得る。したがって、アンテナの任意の数の
グループが、任意の数のネットワーク上で動作する任意の数のデバイスのトラフィック要
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件を満足させるように選択され得る。
【００５７】
　さらに、第２のまたはさらなるデバイスは、第１の（または第２の）デバイスと同一の
デバイスであり得る。したがって、単一のデバイスが、複数のネットワークのトラフィッ
ク要件を有することができる。
【００５８】
　プロセッサは、代替的に、獲得されたトラフィック仕様に基づいて、第２のネットワー
ク上で動作させるために第２のアンテナユニットまたはアンテナユニットの第２のグルー
プを選択するように構成され得る。第２のアンテナユニットまたはアンテナユニットの第
２のグループは、ジオロケーショントラフィック仕様の第２のネットワーク要件を満足さ
せるように選択され得る。
【００５９】
　いくつかの実施形態では、コントローラは、プロセッサによって、第１のワイヤレスネ
ットワーク上で動作させるためにアンテナユニットまたはアンテナユニットのグループを
割り振り、第２のワイヤレスネットワーク上で動作させるために第２のアンテナユニット
またはアンテナユニットのグループを割り振ることができる。このようにして、複数の異
なるワイヤレスネットワークのカバレージが、同時に同一のＤＡＳによって提供され得る
。同一のＤＡＳを介して複数の異なるネットワークを提供することは、ＤＡＳ内の異なる
デバイスが異なるネットワーク上で動作すること、たとえば、携帯電話機が電話をかける
ためにセルラーネットワーク（ＬＴＥネットワークなど）にアクセスし、ラップトップが
インターネットにアクセスするためにＷｉｆｉを使用することを可能にする。これはまた
、「Ｗｉｆｉオフローディング」または他の負荷ハンドオーバ技法も可能にし、たとえば
、これによってセルラートラフィックがＷｉｆｉにオフロードされる。これは、ネットワ
ーク容量を増大させることができる。
【００６０】
　第２のアンテナユニットまたはアンテナユニットの第２のグループは、ＤＡＳを使用す
るデバイスに第２のネットワークの十分なカバレージを提供することによって、ジオロケ
ーショントラフィック仕様の第２のネットワーク要件を満足させることができる。
【００６１】
　一実施形態では、各アンテナユニットは、第１のネットワーク上と第２のネットワーク
上と第３のネットワーク上とで動作可能とされ得、プロセッサは、第３のネットワーク上
で動作させるために第３のアンテナユニットまたはアンテナユニットの第３のグループを
選択するように構成され得る。３つを超えるネットワーク、たとえば４つ、５つなどがあ
ってもよく、プロセッサは、上で議論されたものと同一の形で受信されたトラフィック仕
様に基づいて各それぞれのネットワーク上で動作させるためにアンテナユニットまたはア
ンテナユニットのグループを選択するように構成され得る。２～２０個のネットワークが
あってもよい。
【００６２】
　一実施形態では、第２のアンテナユニットまたはアンテナユニットの第２のグループお
よび第１のアンテナユニットまたはアンテナユニットのグループは、相互に排他的である
、すなわち、アンテナユニットは、第１のネットワーク上または第２のネットワーク上の
いずれかで動作する。しかし、他の実施形態では、これらが相互に排他的ではないものと
され得、アンテナユニットは、前述したように、第１のネットワーク上と第２のネットワ
ーク上との両方で同時に動作することができる。
【００６３】
　１つのアンテナが単一より多数のネットワーク上で動作可能である実施形態でプロセッ
サによる選択されたアンテナ構成（または「アンテナ選択」）の実施の一部として、１つ
のまたは各アンテナユニットは、第１のネットワーク、第２のネットワーク、またはさら
なるネットワークの間で切り替えることを要求され得る。これは、第１のネットワーク上
で動作するアンテナユニットが、第２のネットワーク上で動作するように変わることを要
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求され得ることを意味する。
【００６４】
　代替的には、以前にオフに切り替えられたかアイドルモードであるアンテナユニットが
、ネットワーク上で動作することを要求され得る。
【００６５】
　ネットワーク上で動作しなければならない代わりに、アンテナユニットは、オフに切り
替えるかアイドルモードに入ることを要求され得る。これは、それぞれのアンテナユニッ
トの位置でカバレージが要求されていないときに電力を節約するためであり得る。
【００６６】
　インテリジェントスイッチおよびＭＵＸユニットが、一実施形態によるコントローラ内
で使用され得る。これらは、アンテナユニットがＤＡＳ内で協調してまたは独立してのい
ずれかで働くことを可能にすることができる。
【００６７】
　アンテナユニットは、たとえば、ＤＡＳ内で動作帯域幅を再構成するためのキャリアア
グリゲーションなどの方法を使用することによって、動作帯域幅フレキシビリティを実現
することを要求され得る。
【００６８】
　アンテナユニットは、負荷とトラフィックとを効果的に管理するために、ビーコンフレ
ームパラメータを再構成することを要求され得る。たとえば、ジオロケーショントラフィ
ックデータが、ＮＡＳアタッチ要求またはＡＤＤＴＳシグナリングパラメータ（以下を参
照されたい）などの従来の方法によって入手できない場合に、ジオロケーショントラフィ
ック仕様が入手されまたは導出されることを可能にするために、新しいパラメータが要求
され得る。これは、ビーコンフレーム内のパラメータを介してアドミッション制御判断基
準またはデータ送信判断基準をセットアップすることを含み得る。
【００６９】
　プロセッサは、選択されたアンテナ構成、すなわち、どのアンテナが（存在する場合に
）第１のネットワーク上で動作すべきであり、どのアンテナが（存在する場合に）第２の
ネットワーク上で動作すべきであり、どのアンテナが（存在する場合に）アイドル状態に
入るべきかを実現するために、アンテナユニットまたはアンテナユニットのグループ（あ
るいは第２のアンテナユニットまたはアンテナユニットのグループ）にアンテナ選択要求
を送るように構成され得る。代替的には、アンテナ選択要求は、アンテナユニットがその
動作を変更する必要があるかどうかにかかわりなく、ＤＡＳ内のすべてのアンテナユニッ
トに送られ得る。
【００７０】
　第１のまたは第２のネットワーク上で動作させるためにアンテナユニットまたはアンテ
ナユニットのグループを選択した後に、プロセッサは、要求される通りに選択を実行する
ために、影響を受けるアンテナユニットの一部またはすべてにアンテナ選択要求を送るこ
とができる。すなわち、関連するアンテナユニットが第１のまたは第２のネットワーク上
で動作させるために選択された後に、命令が、関連するアンテナに割り振られた特定のネ
ットワーク上で動作させるために、コントローラによって関連するアンテナに送られ得る
。プロセッサは、そのようなアンテナ選択要求を送るように構成され得る。
【００７１】
　アンテナユニットは、第１のおよび任意の後続のネットワーク上で動作可能な単一のア
ンテナだけを備えることができる。各アンテナユニットは、第１のおよび任意の後続のネ
ットワーク上で動作可能な単一のアンテナだけを備えることができる。
【００７２】
　ＤＡＳ内の各アンテナユニットは、アンテナを備えることができる。アンテナユニット
は、単一のまたは複数（たとえば、２つ、４つ、６つなど）のアンテナを備えることがで
きる。
【００７３】
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　アンテナユニットが単一のアンテナだけを備え、該アンテナユニットが第１のネットワ
ーク上と第２のネットワーク上とで動作可能であるときには、アンテナは、第１のネット
ワーク上と第２のネットワーク上との両方で動作できるように構成される。したがって、
単一のアンテナが、第１のネットワーク上での動作と第２のネットワーク上での動作との
間で切り替えることが可能であり得る。
【００７４】
　アンテナユニットが複数のアンテナを備え、該アンテナユニットが第１のネットワーク
上と第２のネットワーク上とで動作可能であるときには、第１のアンテナは、第１のネッ
トワーク上で動作するように構成され得、第２のアンテナは、第２のネットワーク上で動
作するように構成され得る。したがって、アンテナユニットが第１のネットワーク上での
動作から第２のネットワーク上での動作に切り替えるとき、第１のネットワーク上で動作
するアンテナは、オフに切り替えられ（または、アイドルモードに入り）、第２のネット
ワーク上で動作するアンテナは、オンに切り替えられまたはアクティブ化され得る。代替
的には、複数のアンテナを備えるアンテナユニット内のアンテナは、単一アンテナアンテ
ナユニットと同様に、第１のネットワーク上と第２のネットワーク上との両方で動作でき
るように構成され得る。
【００７５】
　アンテナユニットがアンテナユニットのグループの一部であることは、アンテナユニッ
トがコロケートされている（collocated）またはお互いの近くにあることを暗示するもの
ではない。アンテナユニットのグループを構成するアンテナの位置の間には何の関係もな
いものとすることができる。
【００７６】
　同一の地理的エリア内に配置された複数のアンテナユニットは、アンテナユニットのク
ラスタと呼ばれる場合がある。アンテナユニットのクラスタは、単一のアンテナユニット
として振る舞うことができる、すなわち、特定のクラスタ内のすべてのアンテナユニット
が、常に同一のネットワーク上で動作し、またはすべてがアイドルになることができる。
これは、カバレージを最適化するために要求される制御アルゴリズムを単純化し得る。代
替的には、クラスタ内のアンテナユニットは、独立であり得、同一クラスタの他のアンテ
ナユニットとは異なるネットワーク上で動作することができる。この後者の場合、クラス
タとしての複数のアンテナユニットへの言及は、単に、特定の地理的エリア内のアンテナ
ユニットを指す。クラスタに属するアンテナユニットは、基地局またはハブへの物理接続
（ケーブリングなど）を共有することができる。
【００７７】
　アンテナユニットという用語は、ネットワークをワイヤレスにブロードキャストするの
に使用される任意のデバイスを記述し得る。アンテナユニットは、それが本開示で説明さ
れるように機能することを可能にするために、送信器、受信器、および他の標準的なコン
ポーネントを備えることができる。そのような適切なデバイスは、当業者によってたやす
く導き出されることができ、したがって、本開示でさらに議論することはしない。
【００７８】
　アンテナユニットを備えるデバイスの例は、Ｗｉｆｉアクセスポイント、ベーストラン
シーバ基地局、およびｅＮｏｄｅＢを含むことができる。
【００７９】
　第１のネットワークは、ＷＬＡＮとすることができ、第２のネットワークは、セルラー
ネットワークとすることができる。
【００８０】
　一実施形態では、第１のネットワークと、アンテナユニットが第２のネットワーク上で
さらに動作可能である場合の第２のネットワークとは、異なるワイヤレスネットワークで
ある。第１のおよび／または第２のネットワークは、ＷＬＡＮ、３Ｇ、４Ｇ　ＬＴＥ、Ｇ
ＳＭ（登録商標）、ＧＰＲＳ、ＥＤＧＥ、または当業者に明白な任意の他の適当なネット
ワークであり得る。第１のネットワークまたは第２のネットワークは、モバイルネットワ
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ークであり得る。上記のリストは、網羅的なものではない。
【００８１】
　第１のネットワークと、アンテナユニットが第２のネットワーク上でさらに動作可能で
ある場合の第２のネットワークとは、異なる周波数帯で動作することができる。第１のお
よび／または第２のネットワークは、次の周波数帯、すなわち、１６６ＭＨｚと、３８０
ＭＨｚと、４１０ＭＨｚと、４３３ＭＨｚと、４５０ＭＨｚと、４８０ＭＨｚと、７００
ＭＨｚと、７１０ＭＨｚと、７５０ＭＨｚと、８００ＭＨｚと、８１０ＭＨｚと、８５０
ＭＨｚと、９００ＭＨｚと、１．５ＧＨｚと、１．７ＧＨｚと、１．８ＧＨｚと、１．９
ＧＨｚと、２．１ＧＨｚと、２．３ＧＨｚと、２．４ＧＨｚと、２．５ＧＨｚと、２．６
ＧＨｚと、３．５ＧＨｚと、３．６ＧＨｚと、４．９ＧＨｚと、５ＧＨｚと、５．９ＧＨ
ｚと、２８ＧＨｚと、６０ＧＨｚのうちの任意の１つまたは複数を使用することができる
。上記のリストは、網羅的なものではない。ワイヤレスデバイスが、上で指定された固定
された周波数ではなく、ある周波数範囲にわたって動作することを理解されたい。上記の
リストで提供される公称周波数値は、周波数範囲の代表として与えられる。
【００８２】
　したがって、プロセッサは、獲得されたトラフィック仕様に基づいて、第１の周波数帯
で動作させるためにアンテナユニットまたはアンテナユニットのグループを選択するよう
に構成され得る。プロセッサは、第２の（または後続の）周波数帯で動作させるために第
２の（または後続の）アンテナユニットまたはアンテナユニットのグループを選択するよ
うにさらに構成され得る。
【００８３】
　ジオロケーショントラフィック仕様は、ヒストリックジオロケーショントラフィック仕
様と短期ジオロケーショントラフィック仕様とのうちの少なくとも１つを備えることがで
きる。
【００８４】
　ジオロケーショントラフィック仕様は、ヒストリックジオロケーショントラフィック仕
様または短期ジオロケーショントラフィック仕様のいずれかであり得る。
【００８５】
　ヒストリックジオロケーショントラフィック仕様と短期ジオロケーショントラフィック
仕様との両方が、１つの（またはマルチプルな）デバイスの位置の表示および１つの（ま
たはマルチプルな）デバイスのトラフィック要件を備えることができる。
【００８６】
　ジオロケーショントラフィック仕様は、ヒストリックジオロケーショントラフィック仕
様を備えることができる。ヒストリックジオロケーショントラフィック仕様は、ヒストリ
ックジオロケーショントラフィックデータを備えることができる。ヒストリックジオロケ
ーショントラフィック仕様は、ヒストリックジオロケーショントラフィックデータから導
出され得る。ヒストリックジオロケーショントラフィックデータは、過去にデバイスによ
って送られ、データベース上に記憶されたジオロケーショントラフィックデータであり得
る。
【００８７】
　ヒストリックジオロケーショントラフィック仕様は、データベース上で記憶された過去
の期間からのジオロケーショントラフィック仕様であり得る。ヒストリックジオロケーシ
ョントラフィック仕様は、データベース上で記憶された過去からのジオロケーショントラ
フィックデータを使用することができる。ヒストリックジオロケーショントラフィック仕
様は、ＤＡＳを使用するデバイスの現在位置と要件とを推定するのを助けるのに使用され
得る。
【００８８】
　コントローラまたはコントローラが設置される基地局は、データベースからジオロケー
ショントラフィック仕様を受信するための入力を備えることができる。コントローラまた
はコントローラが設置される基地局は、データベースに接続され得、データベースは、ヒ
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ストリックジオロケーション要件を記憶するためのものである。
【００８９】
　プロセッサは、データベースからジオロケーショントラフィック仕様を受信するように
構成され得る。データベースは、「クラウド」内に記憶され得、これによって、要件が、
リモートサーバおよびデータベース上で記憶され、アクセスは、オンラインで達成される
。
【００９０】
　代替的には、コントローラまたはリモートデータベースは、メモリユニットを備えるこ
とができ、ヒストリックジオロケーショントラフィック仕様は、メモリユニット上で記憶
され得る。プロセッサは、メモリユニットからヒストリックジオロケーショントラフィッ
ク仕様を受信するように構成され得る。
【００９１】
　ヒストリックジオロケーショントラフィック仕様は、たとえば、短期ジオロケーション
トラフィック仕様が利用可能でないとき、またはＤＡＳもしくはコントローラが最初にス
タートアップされ、開始されるときに、短期ジオロケーショントラフィック仕様の代わり
に使用され得る。代替的には、ヒストリックジオロケーショントラフィック仕様は、短期
ジオロケーショントラフィック仕様を補足するのに使用され得る。
【００９２】
　ジオロケーショントラフィック仕様は、短期ジオロケーショントラフィック仕様を備え
ることができる。短期ジオロケーショントラフィック仕様は、短期ジオロケーショントラ
フィックデータを備えまたはこれから導出され得る。
【００９３】
　短期ジオロケーショントラフィックデータは、ある時間期間の間にデータベース内に記
憶されなかったジオロケーショントラフィックデータであり得る。短期ジオロケーション
トラフィックデータは、デバイスによって最近に送られたジオロケーショントラフィック
データであり得る。短期ジオロケーショントラフィックデータは、アンテナユニットによ
って記憶され得る。短期ジオロケーショントラフィックデータは、ジオロケーショントラ
フィック仕様がプロセッサによって受信される時にＤＡＳを使用するデバイスのトラフィ
ックデータであり得る。短期ジオロケーショントラフィックデータは、実質的にリアルタ
イムで短期ジオロケーショントラフィック仕様を提供するのに使用され得、したがって、
短期ジオロケーショントラフィックデータは、リアルタイムジオロケーショントラフィッ
クデータであり得る。これは、リアルタイムジオロケーショントラフィック仕様を提供す
ることができる。短期ジオロケーショントラフィック仕様は、ＤＡＳを使用するデバイス
の位置とトラフィック要件とをリアルタイムで表すリアルタイムジオロケーショントラフ
ィック仕様であり得る。
【００９４】
　短期ジオロケーショントラフィック仕様は、実質的にリアルタイムでデバイストラフィ
ックを表し、実質的にリアルタイムで更新され得る。
【００９５】
　短期ジオロケーショントラフィック仕様は、アンテナユニットによって記憶され、累積
され、または作成され得る。短期ジオロケーショントラフィック仕様は、ジオロケーショ
ントラフィックデータがプロセッサによって受信される時のＤＡＳを使用するデバイスの
累積位置およびトラフィック要件であり得る。
【００９６】
　短期ジオロケーショントラフィック仕様は、デバイスからアンテナユニットに送信され
た短期ジオロケーショントラフィックデータを備えまたはこれから導出され得る。アンテ
ナユニットは、短期ジオロケーショントラフィックデータを、それを短期ジオロケーショ
ントラフィック仕様としてコントローラに送る前に、またはそれをコントローラに送られ
る短期ジオロケーショントラフィック仕様を作るために使用する前に、記憶することがで
きる。
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【００９７】
　プロセッサは、トラフィック仕様要求をアンテナユニットに送るように構成され得る。
アンテナユニットは、このトラフィック仕様要求に応答して短期ジオロケーショントラフ
ィック仕様をプロセッサ／コントローラに送ることができる。オプションにより、プロセ
ッサは、トラフィック仕様が受信されたらアンテナユニットに肯定応答を送るように構成
され得る。
【００９８】
　コントローラは、アンテナユニットからジオロケーショントラフィック仕様を受信する
ための入力を備えることができる。
【００９９】
　プロセッサは、アンテナユニットからジオロケーショントラフィックデータを受信する
ように、またはアンテナユニットから受信されたジオロケーショントラフィックデータか
らジオロケーショントラフィック仕様を作り出すように構成され得る。
【０１００】
　短期ジオロケーショントラフィック仕様は、記憶され、将来にヒストリックジオロケー
ショントラフィック仕様として使用されまたはこれを作り出すために、データベースに送
られ得る。
【０１０１】
　ジオロケーショントラフィック仕様は、ジオロケーショントラフィックデータを備え、
またはこれから導出され得る。
【０１０２】
　ジオロケーショントラフィックデータは、非アクセス層（Ｎｏｎ－ａｃｃｅｓｓ　ｓｔ
ｒａｔｕｍ）アタッチ要求とＡＤＤＴＳ．ｒｅｑｕｅｓｔおよび／またはＡＤＤＴＳ．ｒ
ｅｓｐｏｎｓｅとを備えることができる。
【０１０３】
　ジオロケーショントラフィック仕様は、ＤＡＳを使用するデバイスの非アクセス層アタ
ッチ要求から導出され得る。
【０１０４】
　ジオロケーショントラフィックデータのいくつかの実施形態（たとえば、特定のネット
ワークに関する）は、特定のネットワーク上で動作するアンテナユニットによってのみ受
信可能である場合があり、たとえば、ＡＤＤＴＳ．ｒｅｑｕｅｓｔ／ｒｅｓｐｏｎｓｅデ
ータは、Ｗｉｆｉネットワーク上で動作するアンテナユニットによってのみ受信され得る
。上記および他の適切なシグナリングパラメータは、関連技術の技術標準規格、たとえば
ＡＤＤＴＳパラメータに関してＩＥＥＥ標準規格８０２．１１－２０１２で議論されてい
る。
【０１０５】
　第１のネットワーク上と第２のネットワーク上とで動作可能ないくつかの実施形態では
、すべてのアンテナユニットが第１のネットワーク上で動作している場合に、第２のネッ
トワークの短期ジオロケーショントラフィックデータまたはリアルタイムジオロケーショ
ントラフィックデータは、アンテナユニットのうちの１つが第１のネットワークと第２の
ネットワークとの両方で同時に動作できる場合に限って入手可能である可能性がある。
【０１０６】
　さらに、すべてのアンテナユニットが非アクティブであるか第１のネットワーク上で動
作しており、アンテナユニットのどれもが第１のネットワーク上と第２のネットワーク上
との両方で同時に動作可能ではない場合には、アクティブアンテナユニットのどれもが、
第１のネットワーク上で動作しながら第２のネットワークについてジオロケーショントラ
フィックデータを受信することができないので、第２のネットワークについて短期ジオロ
ケーショントラフィックデータを入手できない場合がある。そのようなシナリオでは、ヒ
ストリックジオロケーショントラフィック仕様が、第２のネットワークについてのまたは
第２のネットワークを含むジオロケーショントラフィック仕様を決定するのに使用され得
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る。
【０１０７】
　ヒストリックジオロケーショントラフィック仕様は、短期ジオロケーショントラフィッ
ク仕様が（したがって短期ジオロケーショントラフィックデータが）利用可能である場合
であっても、ジオロケーショントラフィック仕様を満足させることができるアンテナユニ
ット構成を決定するのに使用され得る。これは、第２のネットワークについてのジオロケ
ーショントラフィックデータがアンテナユニット（第１のネットワークに制限された）の
いずれによっても受信できない場合であっても、第１のネットワーク上でのみ動作するア
ンテナユニットを有するＤＡＳが、第２のネットワークのカバレージをも提供するために
適合または更新することを可能にすることができる。
【０１０８】
　アンテナユニットが第２のネットワークを定義する第２の周波数帯でさらに動作可能で
ある実施形態では、第１のネットワークおよび第２のネットワークのうちの１つは、セル
ラーネットワークであり得る。アンテナユニットが第２のネットワークを定義する第２の
周波数帯でさらに動作可能である実施形態では、第１のネットワークおよび第２のネット
ワークのうちの１つは、４Ｇ　ＬＴＥネットワークであり得る。
【０１０９】
　ジオロケーショントラフィック仕様データは、ＤＡＳを使用するデバイスのＡＤＤＴＳ
データ、たとえばＡＤＤＴＳ．ｒｅｑｕｅｓｔデータおよび／またはＡＤＤＴＳ．ｒｅｓ
ｐｏｎｓｅデータから導出され得る。
【０１１０】
　アンテナユニットが第２のネットワークを定義する第２の周波数帯でさらに動作可能で
ある実施形態では、第１のネットワークおよび第２のネットワークのうちの１つは、ＷＬ
ＡＮであり得る。他のＴｒａｆｆｉｃ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ（ＴＳＰＥＣ）シグ
ナリングパラメータは、位置とトラフィック要件とを分析するために使用され得る。
【０１１１】
　非アクセス層アタッチデータおよびＡＤＤＴＳデータは、ジオロケーショントラフィッ
クデータの２つの具体例である。これらは、ＤＡＳを使用するデバイスによって送られ、
アンテナユニットによって受信され得る。ジオロケーショントラフィックデータは、（デ
ータを受信するアンテナユニットに基づいて）デバイスのトラフィック（したがってＱｏ
Ｓ仕様を含むネットワーク要件）と位置とに関する情報が入手されることを可能にする。
【０１１２】
　ジオロケーショントラフィックデータは、アンテナユニットの位置に特有であり得る、
ジオロケーショントラフィック仕様を作り出すのに使用され得る。代替的には、単一の、
ＤＡＳ全体のジオロケーショントラフィック仕様が、コントローラによって作り出され、
受信され得る。ジオロケーショントラフィック仕様は、上述したように、ＤＡＳを使用す
るデバイスのジオロケーショントラフィックデータの累積であり得る。代替的には、ジオ
ロケーショントラフィック仕様は、データの合計であり得る。代替的には、データが、関
連のある情報を抽出するアルゴリズムを使用してジオロケーショントラフィックサマリー
を作り出すのに使用され得る。
【０１１３】
　ジオロケーショントラフィックデータの上記２つの例示的な実施形態は、網羅的なリス
トではない。ジオロケーショントラフィックデータを入手するいくつもの方法および実施
例が存在する。多数の方法が、それぞれのワイヤレスネットワークタイプの技術標準規格
で定義されている。
【０１１４】
　ジオロケーショントラフィックデータは、ＲＩＣ－ＲｅｑｕｅｓｔパラメータとＲＩＣ
－ｓｉｇｎａｌｌｉｎｇパラメータとを備えることができる。そのようなパラメータの使
用は、技術標準規格、たとえばＩＥＥＥ標準規格８０２．１１－２０１２で定義され、議
論されている。
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【０１１５】
　ヒストリックジオロケーショントラフィックデータは、ＤＡＳを使用するデバイスから
のヒストリックＮＡＳ（非アクセス層）アタッチ要求ならびに／またはデータベース上に
記憶されたヒストリックＡＤＤＴＳ．ｒｅｑｕｅｓｔデータおよび／もしくはヒストリッ
クＡＤＤＴＳ．ｒｅｓｐｏｎｓｅデータを備えることができる。
【０１１６】
　一実施形態は、ＱｏＳベースのトラフィック要求と互換性があり得る。したがって、Ｗ
ＬＡＮのＵｓｅｒ　ＰｒｉｏｒｉｔｙおよびＬＴＥシステムのＱｏＳ　Ｃｌａｓｓ　Ｉｄ
ｅｎｔｉｆｉｅｒなどのＱｏＳ固有分類は、考慮に入れられ、ジオロケーショントラフィ
ック仕様内で表され得る。ＱｏＳベースの要件を満足させることは、アンテナ選択によっ
て達成され得る。そのようなＱｏＳ分類は、本実施形態の実施形態と組み合わされまたは
これによって実行され得る特定のトラフィックに優先順位を与えるために当分野で既知の
方法を使用してアンテナ選択中に処理され、考慮に入れられ得る。
【０１１７】
　プロセッサは、タイムスロットを周期的に繰り返すように構成され得、ここにおいて、
タイムスロットは、プロセッサがジオロケーショントラフィック仕様を受信するように構
成される第１のサブスロットと、プロセッサが第１のネットワーク上で動作させるために
アンテナユニットまたはアンテナユニットのグループを選択するように構成される第２の
サブスロットとを備える。
【０１１８】
　一実施形態は、周期的に実行されるタイムスロットを使用して実施され得る。タイムス
ロットは、固定長または可変長のものであり得る。プロセッサは、タイムスロットを実行
するように構成され得る。
【０１１９】
　タイムスロットは、その間にジオロケーショントラフィック仕様が受信される第１のサ
ブスロットすなわち「トラフィック獲得サブスロット」を備えることができる。ジオロケ
ーショントラフィック仕様は、プロセッサによってアンテナから受信され得る。ジオロケ
ーショントラフィック仕様は、すべてのアンテナから受信され得る。ジオロケーショント
ラフィック仕様は、コントローラによって作り出され、プロセッサによって受信され得る
。プロセッサは、ジオロケーショントラフィック仕様を作り出すように構成され得る。
【０１２０】
　プロセッサは、トラフィック獲得サブスロットの前またはその始めに、１つの（または
すべての）アンテナユニットにトラフィック仕様要求を送るように構成され得る。１つの
（またはすべての）アンテナユニットは、このトラフィック仕様要求に応答してプロセッ
サ／コントローラに短期ジオロケーショントラフィック仕様を送ることができる。一実施
形態では、これは、各アンテナユニットがそのＡＤＤＴＳ．ｒｅｑｕｅｓｔ／ＡＤＤＴＳ
．ｒｅｓｐｏｎｓｅおよび／またはＮＡＳアタッチ要求をコントローラに送ることを備え
ることができる。
【０１２１】
　プロセッサは、トラフィック獲得サブスロットの前またはその始めに、トラフィック仕
様要求をデータベースに送るように構成され得る。データベースはこのトラフィック仕様
要求に応答してヒストリックジオロケーショントラフィック仕様をプロセッサ／コントロ
ーラに送ることができる。
【０１２２】
　プロセッサは、トラフィック獲得サブスロットの前またはその始めに、データベースと
１つの（またはすべての）アンテナユニットとの両方にトラフィック仕様要求を送るよう
に構成され得る。プロセッサは、まず、ヒストリックジオロケーショントラフィック仕様
をデータベースから獲得することを試み、その後、短期ジオロケーショントラフィック仕
様をアンテナユニットから獲得することを試みるように構成され得る。この試みは、トラ
フィック仕様要求を送るという形であり得る。



(20) JP 6357277 B2 2018.7.11

10

20

30

40

50

【０１２３】
　プロセッサは、トラフィック仕様が受信されたことを確認するために、アンテナユニッ
トおよび／またはデータベースに肯定応答を送るように構成され得る。プロセッサは、ト
ラフィック獲得サブスロット中または後続のアンテナ選択サブスロット中に、そのような
肯定応答を送るように構成され得る。
【０１２４】
　タイムスロットは、その間にプロセッサが第１のおよび／またはさらなるネットワーク
上で動作させるためにアンテナユニットまたはアンテナユニットのグループを選択するよ
うに構成され得る第２のサブスロットすなわち「アンテナ選択サブスロット」をさらに備
えることができる。
【０１２５】
　プロセッサは、アンテナ選択サブスロット中に特定のアンテナ選択を決定し、実施する
ように構成され得る。このサブスロット中に、１つのまたはマルチプルなアンテナユニッ
トまたはアンテナユニットのグループが、受信されたジオロケーショントラフィック仕様
に基づいて、第１のまたは任意の後続のネットワーク上で動作させるために選択され得る
。アンテナ選択は、ＤＡＳを使用する１つまたはすべてのデバイスのトラフィック要件が
、デバイスのそれぞれの位置ですべてのネットワークに関して満足されるようなものであ
り得る。
【０１２６】
　これは、トラフィック推定値を作り出すことと、それぞれのネットワークのカバレージ
が提供されるように第１のまたは任意の後続のネットワーク上で動作させるためにアンテ
ナユニットまたはアンテナユニットのグループを選択することとによって行われ得る。し
たがって、推定されたトラフィックタイプが、送信され得、ジオロケーショントラフィッ
ク仕様が、充足され得る。
【０１２７】
　プロセッサは、アンテナ選択サブスロット中に、第１のおよび／または第２のネットワ
ーク上で動作しているアンテナを変更するように構成され得る。
【０１２８】
　プロセッサは、アンテナ選択サブスロット中にアンテナ選択を実施するためにアンテナ
ユニットにアンテナ選択要求をさらに送ることができる。アンテナ選択要求は、すべての
アンテナユニットに、その動作を変更することが要求されるアンテナユニットに、または
特定のアンテナユニットのみに、送られ得る。
【０１２９】
　ジオロケーショントラフィック仕様が、トラフィック獲得サブスロット中に受信されず
または獲得されない場合には、プロセッサは、第１の（および／または第２の）ネットワ
ーク上で動作させるためにアンテナユニットまたはアンテナユニットのグループをランダ
ムに選択するように構成され得る。代替的には、ジオロケーショントラフィック仕様が、
トラフィック獲得サブスロット中に受信されずまたは獲得されない場合に、プロセッサは
、第１の（および／または第２の）ネットワーク上で動作するように変更するためにアン
テナユニットまたはアンテナユニットのグループを選択しないように構成され得る。した
がって、以前のアンテナユニット構成が維持され得る。
【０１３０】
　任意の必要なアクションがアンテナユニットによって完了された後に、肯定応答が、ア
ンテナ選択要求を受信したアンテナユニットからプロセッサに送られ得る。
【０１３１】
　タイムスロットは、第３のサブスロットをさらに備えることができ、ここにおいて、プ
ロセッサは、ＤＡＳを使用するデバイスが第３のサブスロット中にデータを送信する（お
よび／または受信する）ことを許可するように構成される。
【０１３２】
　タイムスロットは、その間にデータが第１のおよび／または第２のおよび／またはさら
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なるネットワーク上で送信される（および／または受信される）第３のサブスロットすな
わち「データ送信サブスロット」をさらに備えることができる。
【０１３３】
　データ送信サブスロット中には、ＤＡＳを使用するデバイスは、ネットワークを介して
送信し、および／または受信することができる。
【０１３４】
　たとえばＬＴＥセルラーネットワークまたはＷｉｆｉネットワークでは、タイムスロッ
トをタイムスロットまたはフレーム構造とアライメントさせる（たとえば、Ｗｉｆｉのス
ーパーフレームのタイムスロットとアライメントさせる）必要がない。
【０１３５】
　プロセッサは、ＤＡＳを使用するデバイスのトラフィックフローレートに応じて、第３
のサブスロットの長さをセットするように構成され得る。
【０１３６】
　タイムスロットの長さは、トラフィックフローレートの変化に起因して再構成され得る
。データ送信サブスロットの長さは、トラフィックフローレートの変化に起因して再構成
され得る。
【０１３７】
　再構成は、効率を最大化するために、シグナリングオーバーヘッドとデータ送信との間
のトレードオフを最適化することができる。
【０１３８】
　各サブスロットの持続時間は、事前に決定され得るが、トラフィックフローレートの計
算に基づいて再構成され得る。
【０１３９】
　プロセッサは、データ送信サブスロットを終了する前に、すべてのデバイスが送信およ
び／または受信を終了したかどうかをチェックするように構成され得る。プロセッサは、
データ送信サブスロットが完了した後に、トラフィック獲得サブスロットを開始するよう
に構成され得る。
【０１４０】
　さらなる実施形態によれば、分散アンテナシステム（ＤＡＳ）を管理するための方法で
あって、該ＤＡＳは、複数のアンテナユニットを備え、ここにおいて、各アンテナユニッ
トは、第１のネットワークを定義する第１の周波数帯で動作可能であり、
　該方法は、
　　ジオロケーショントラフィック仕様を受信すること、
　　　ここにおいて、ジオロケーショントラフィック仕様は、ＤＡＳを使用するデバイス
の位置の表示とデバイスのトラフィック要件とを備える、
　を備え、
　該方法は、
　　受信されたジオロケーショントラフィック仕様に基づいて、第１のネットワーク上で
動作させるためにアンテナユニットまたはアンテナユニットのグループを選択すること、
ここにおいて、
　　アンテナユニットまたはアンテナユニットのグループは、デバイスの位置での第１の
ネットワークに関するデバイスのトラフィック要件を満足させるように選択される、
　をさらに備える、
　ＤＡＳを管理するための方法である。
【０１４１】
　１つのまたは各アンテナユニットは、第２のネットワークを定義する第２の周波数帯で
さらに動作可能であり得る。
【０１４２】
　代替的には、この方法は、ＤＡＳを使用するデバイスのジオロケーショントラフィック
データを受信することと、獲得されたトラフィックデータに基づいて第１のネットワーク
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上で動作させるためにアンテナユニットまたはアンテナユニットのグループを選択するこ
ととを備えることができる。アンテナユニットまたはアンテナユニットのグループは、デ
バイスに第１のネットワークのカバレージを提供するために選択され得る。
【０１４３】
　代替的には、アンテナユニットまたはアンテナユニットのグループは、デバイスのネッ
トワークカバレージを最適化するために選択され得る。
【０１４４】
　さらに、ジオロケーショントラフィック仕様は、ＤＡＳを使用する第２のデバイスの位
置の表示と第２のデバイスのトラフィック要件とを備えることができ、方法は、
　　受信されたジオロケーショントラフィック仕様に基づいて、第２のネットワーク上で
動作させるために、第２のネットワーク上で動作可能な第２のアンテナユニットまたはア
ンテナユニットの第２のグループを選択すること、ここにおいて、アンテナユニットまた
はアンテナユニットのグループは、第２のデバイスの位置での第２のネットワークに関す
るＤＡＳを使用する第２のデバイスのトラフィック要件を満足させるように選択される、
　をさらに備えることができる。
【０１４５】
　ジオロケーショントラフィック仕様は、ＤＡＳを使用するさらなるデバイスの位置の表
示とさらなるデバイスのトラフィック要件とをさらに備えることができ、
　方法は、受信されたジオロケーショントラフィック仕様に基づいて、第２のネットワー
ク上で動作させるためにさらなるアンテナユニットまたはアンテナユニットのさらなるグ
ループを選択することをさらに備えることができ、ここにおいて、
　さらなるアンテナユニットまたはアンテナユニットのさらなるグループは、さらなるデ
バイスの位置での第２のネットワークに関するＤＡＳを使用するさらなるデバイスのトラ
フィック要件を満足させるように選択される。したがって、アンテナの任意の数のグルー
プが、任意の数のネットワーク上で動作する任意の数のデバイスのトラフィック要件を満
足させるように選択され得る。
【０１４６】
　代替的には、この方法は、受信されたジオロケーショントラフィック仕様に基づいて、
第２のネットワーク上で動作させるために、第２のアンテナユニットまたはアンテナユニ
ットの第２のグループを選択すること、ここにおいて、第２のアンテナユニットまたはア
ンテナユニットの第２のグループは、ジオロケーショントラフィック仕様の第２のネット
ワーク要件を満足させるように選択される、をさらに含むことができる。
【０１４７】
　代替的には、この方法は、獲得されたトラフィックデータに基づいて、第２のネットワ
ーク上で動作させるために、第２のアンテナユニットまたはアンテナユニットの第２のグ
ループを選択することをさらに含むことができる。第２のアンテナユニットまたはアンテ
ナユニットの第２のグループは、ＤＡＳを使用するデバイスに第２のネットワークのカバ
レージを提供するために選択され得る。
【０１４８】
　アンテナユニットは、第１のおよび第２のネットワーク上で動作可能な単一のアンテナ
だけを備えることができる。各アンテナユニットは、第１のおよび第２のネットワーク上
で動作可能な単一のアンテナだけを備えることができる。
【０１４９】
　ジオロケーショントラフィック仕様は、ヒストリックジオロケーショントラフィック仕
様を備えることができる。
【０１５０】
　ジオロケーショントラフィック仕様は、短期ジオロケーショントラフィック仕様を備え
ることができる。
【０１５１】
　第１のネットワークおよび第２のネットワークのうちの１つは、セルラーネットワーク
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、たとえば４Ｇ　ＬＴＥ　ネットワークであり得る。第１のネットワークおよび第２のネ
ットワークのうちの１つは、モバイルネットワークであり得る。
【０１５２】
　ジオロケーショントラフィック仕様は、ＤＡＳを使用するデバイスの非アクセス層アタ
ッチ要求を備え、またはこれから導出され得る。
【０１５３】
　第１のネットワークおよび第２のネットワークのうちの１つは、ＷＬＡＮであり得る。
【０１５４】
　ジオロケーショントラフィック仕様は、ＤＡＳを使用するデバイスのＡＤＤＴＳ．ｒｅ
ｑｕｅｓｔデータおよび／またはＡＤＤＴＳ．ｒｅｓｐｏｎｓｅデータを備え、またはこ
れから導出され得る。
【０１５５】
　他のＴｒａｆｆｉｃ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ（ＴＳＰＥＣ）のステータスおよび
統計は、位置とトラフィック要件とを分析するために使用され得る。
【０１５６】
　他のＱｏＳベースのトラフィック仕様シグナリングパラメータは、ジオロケーショント
ラフィックデータを入手するのに使用され得る。
【０１５７】
　この方法は、タイムスロットを周期的に繰り返すことをさらに備えることができ、ここ
において、タイムスロットは、プロセッサがジオロケーショントラフィック仕様を受信す
るように構成される第１のサブスロットと、プロセッサが第１のネットワーク上で動作さ
せるためにアンテナユニットまたはアンテナユニットのグループを選択するように構成さ
れる第２のサブスロットとを備える。
【０１５８】
　タイムスロットは、ＤＡＳを使用するデバイスがＤＡＳを介してデータを送信し、およ
び／または受信する第３のサブスロットをさらに備えることができる。
【０１５９】
　第３のサブスロットの長さは、ＤＡＳを使用するデバイスのトラフィックフローレート
に依存して可変であり得る。第３のサブスロットの長さは、ＤＡＳを使用するデバイスの
トラフィックフローレートに依存するものであり得る。
【０１６０】
　一実施形態によるコントローラに関する上記の議論は、必要な変更を加えて、一実施形
態による方法に適用される。プロセッサの構成に関する特徴、および、特にプロセッサが
実行するように構成された動作は、必要な変更を加えて、一実施形態による方法に適用さ
れる。一実施形態によるプロセッサが実行するように構成される方法は、一実施形態によ
るものであり得る。
【０１６１】
　さらなる実施形態によれば、第１のネットワークを定義する第１の周波数帯のカバレー
ジを提供するための分散アンテナシステム（ＤＡＳ）であって、該ＤＡＳは、
　　第１のネットワーク上で各々が動作可能な複数のアンテナユニットと、
　　アンテナユニットに動作可能に接続されたコントローラと、を備え、コントローラは
、プロセッサを備え、
　　ここにおいて、プロセッサは、
　　　ジオロケーショントラフィック仕様を受信する、
　　　　ここにおいて、ジオロケーショントラフィック仕様は、ＤＡＳを使用するデバイ
スの位置の表示とデバイスのトラフィック要件とを備える、
　　ように構成され、
　　プロセッサは、
　　　獲得されたトラフィック仕様に基づいて、第１のネットワーク上で動作させるため
にアンテナユニットまたはアンテナユニットのグループを選択する、
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　　　ここにおいて、アンテナユニットまたはアンテナユニットのグループは、デバイス
の位置での第１のネットワークに関するデバイスのトラフィック要件を満足させるように
選択される、
　　ようにさらに構成される、
　分散アンテナシステム（ＤＡＳ）である。
【０１６２】
　ＤＡＳは、さらに、第２のネットワークのカバレージを提供するためのものであり得る
。
【０１６３】
　各アンテナユニットは、第２のネットワークを定義する第２の周波数帯でさらに動作可
能であり得る。
【０１６４】
　さらなる実施形態によれば、第１のネットワークを定義する第１の周波数帯と、第２の
ネットワークを定義する第２の周波数帯のカバレージを提供するための分散アンテナシス
テム（ＤＡＳ）であって、該ＤＡＳは、
　　第１のネットワーク上と第２のネットワーク上とで各々が動作可能な複数のアンテナ
ユニットと、
　　アンテナユニットに動作可能に接続されたコントローラと、を備え、コントローラは
、プロセッサを備え、
　　ここにおいて、プロセッサは、
　　　ジオロケーショントラフィック仕様を受信する、
　　　　ここにおいて、ジオロケーショントラフィック仕様は、ＤＡＳを使用するデバイ
スの位置の表示とデバイスのトラフィック要件とを備える、
　　ように構成され、
　　プロセッサは、
　　　獲得されたトラフィック仕様に基づいて、第１のネットワーク上で動作させるため
にアンテナユニットまたはアンテナユニットのグループを選択する、
　　　ここにおいて、アンテナユニットまたはアンテナユニットのグループは、デバイス
の位置での第１のネットワークに関するデバイスのトラフィック要件を満足させるように
選択される、
　　ようにさらに構成される、
　分散アンテナシステム（ＤＡＳ）である。
【０１６５】
　ジオロケーショントラフィック仕様は、ＤＡＳを使用する第２のデバイスの位置の表示
と第２のデバイスのトラフィック要件とをさらに備え、
　　プロセッサは、受信されたジオロケーショントラフィック仕様に基づいて、第２のネ
ットワーク上で動作させるために第２のアンテナユニットまたはアンテナユニットの第２
のグループを選択するようにさらに構成され得、ここにおいて、
　　第２のアンテナユニットまたはアンテナユニットの第２のグループは、第２のデバイ
スの位置での第２のネットワークに関するＤＡＳを使用する第２のデバイスのトラフィッ
ク要件を満足させるように選択される。
【０１６６】
　ＤＡＳは、さらに、さらなるネットワークのカバレージを提供するためのものであり得
る。
【０１６７】
　各アンテナユニットは、さらなるネットワークを定義するさらなる周波数帯でさらに動
作可能であり得る。
【０１６８】
　ジオロケーショントラフィック仕様は、ＤＡＳを使用するさらなるデバイスの位置の表
示とさらなるデバイスのトラフィック要件とをさらに備えることができ、
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　　プロセッサは、受信されたジオロケーショントラフィック仕様に基づいて、さらなる
ネットワーク上で動作させるためにさらなるアンテナユニットまたはアンテナユニットの
さらなるグループを選択するようにさらに構成され得、ここにおいて、
　　さらなるアンテナユニットまたはアンテナユニットのさらなるグループは、さらなる
デバイスの位置でのさらなるネットワークに関するＤＡＳを使用するさらなるデバイスの
トラフィック要件を満足させるように選択される。したがって、アンテナの任意の数のグ
ループが、任意の数のネットワーク上で動作する任意の数のデバイスのトラフィック要件
を満足させるように選択され得る。
【０１６９】
　代替的には、プロセッサは、ＤＡＳを使用するデバイスのジオロケーショントラフィッ
クデータを受信し、獲得されたトラフィックデータに基づいて、第１のネットワーク上で
動作させるためにアンテナユニットまたはアンテナユニットのグループを選択するように
構成され得る。アンテナユニットまたはアンテナユニットのグループは、デバイスに第１
のネットワークのカバレージを提供するために選択され得る。
【０１７０】
　代替的には、アンテナユニットまたはアンテナユニットのグループは、デバイスのネッ
トワークカバレージを最適化するために選択され得る。
【０１７１】
　アンテナユニットは、第１のネットワーク上と第２のまたはさらなるネットワーク上と
で動作可能な単一のアンテナだけを備えることができる。各アンテナユニットは、第１の
ネットワーク上と第２のまたはさらなる（および任意の後続の）のネットワーク上とで動
作可能な単一のアンテナだけを備えることができる。
【０１７２】
　ＤＡＳ内に設けられるコントローラは、上で議論された実施形態によるコントローラで
あり得る。
【０１７３】
　ＤＡＳは、
　　アンテナユニットのうちの少なくとも１つにコントローラを接続するハブ、および／
または
　　コントローラに動作可能に接続されたデータベース、データベースは、ヒストリック
ジオロケーショントラフィック仕様を記憶する、
をさらに備えることができる。
【０１７４】
　分散アンテナシステム（ＤＡＳ）は、分散アンテナ装置であり得る。
【０１７５】
　ＤＡＳは、アンテナユニットのうちの少なくとも１つにコントローラを接続するハブを
備えることができる。
【０１７６】
　ＤＡＳは、基地局に動作可能に接続されたデータベースを備えることができ、該データ
ベースは、ヒストリックジオロケーショントラフィック仕様を記憶する。
【０１７７】
　一実施形態によるコントローラまたは方法に関する特徴の議論は、必要な変更を加えて
、一実施形態によるＤＡＳに適用される。
【０１７８】
　さらなる実施形態によれば、コンピュータ実行可能命令を担持するコンピュータ可読キ
ャリアメディアであって、該命令は、プロセッサ上で実行されたときに、プロセッサに一
実施形態による方法を実行させる、コンピュータ可読キャリアメディアである。
【０１７９】
　ここで図面に移ると、図１Ａおよび図１Ｂは、既知の分散アンテナシステムを概略的に
示す。そのようなＤＡＳは、オフィスまたはショッピングセンター内に設置され得る。図
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示のＤＡＳでは、中央制御マスタユニット（ＭＵ）が、通常は光ケーブル１２によって、
ハブユニット（ＨＵ）を介してアンテナユニット１０に接続される。各アンテナユニット
１０またはアンテナユニット１０のグループは、無線リモートユニット（ＲＵ）としてモ
デル化され得る。ＲＵは、図１Ａに示されているように単一のネットワーク上でまたは図
１Ｂに示されているようにマルチプルなネットワーク上で動作することができる。図１Ｂ
のようにマルチプルなネットワーク上で動作するときには、各ＲＵは、２つのアンテナを
備え、各アンテナは、単一のネットワークに専用である。これは、図１Ｂに示されている
ように、マルチプルな実質的にコロケートされたネットワーク（multiple substantially
 collocated networks）を作る。これらのＲＵの動作は、経時的に変化しない。
【０１８０】
　図２Ａおよび図２Ｂは、従来技術によるさらなる分散アンテナシステムを示す。図２Ａ
では、複数のアンテナまたはアンテナユニット１０が、特定の地理的エリアをカバーする
アンテナユニットクラスタ１４内に配置される。アンテナ１０のすべてが、ハブ１６に接
続される。図２Ａのアンテナ１０のすべてが、オペレータ１によって提供される２．１Ｇ
ＨｚのＬＴＥネットワーク（セルラーネットワークの例として使用されている）上で動作
している。異なるＤＡＳを示す図２Ｂでは、アンテナ１０の同様の配置が示されている。
しかし、図２Ｂでは、アンテナのうちの５つ１０ａが、オペレータ１によって提供される
２．１ＧＨｚのＬＴＥネットワーク上で動作しており、４つのアンテナ１０ｂが、オペレ
ータ２によって提供される２．５ＧＨｚのＬＴＥネットワーク上で動作している。アンテ
ナ１０構成は、事前に定義され、各アンテナは、２つのネットワークのうちの１つのみの
上で動作することの専用である。したがって、ネットワークカバレージは、経時的にまた
はトラフィック負荷に応答して変化しない。これは、ＤＡＳが非効率的になることにつな
がる可能性がある。
【０１８１】
　図２Ｃおよび図２Ｄは、図２Ａおよび図２Ｂに示されたものに類似する分散アンテナシ
ステムを示す。図２Ｃでは、アンテナ１０は、オペレータ１によって提供されるＷｉｆｉ
上で動作しているが、異なるＤＡＳを示す図２Ｄでは、アンテナのうちの４つが、オペレ
ータ１によって提供されるＷｉｆｉ上で動作しており、アンテナのうちの５つが、オペレ
ータ２によって提供されるＷｉｆｉ上で動作している。図２Ｂに関するものと同様の制約
が、図２ＤのＤＡＳにあてはまり、各アンテナ１０は、１つのネットワーク上でのみ動作
するように事前に構成される。
【０１８２】
　図３は、本開示の実施形態によるＤＡＳを示す。ＤＡＳは、３つの異なるタイムスロッ
トでの３つの異なる動作構成において示されている。ＤＡＳは、２つの異なるクラスタ２
４ａ、２４ｂにグループ化された複数のアンテナユニット２０を備える。各クラスタ２４
は、ハブユニット２６に関連付けられる。アンテナユニット２０のクラスタ２４は、共通
のハブに接続された、ある地理的エリア内の複数のアンテナユニットを単純に記述するも
のである。クラスタ内のアンテナユニット２０の動作は、独立である。非アクティブのア
ンテナユニット２０は、図示されていない。本実施形態の各アンテナユニットは、第１お
よび第２のネットワーク（５ＧＨｚのＷｉｆｉと２．１ＧＨｚのＬＴＥと）上で動作可能
である。各アンテナユニット２０は、たとえば光ケーブルによって、ハブユニット２６に
接続される。各ハブユニット２６は、一実施形態によるコントローラを備えまたはその例
である単一のハイブリッド基地局２８に接続される。コントローラは、本開示の方法を引
き受ける。ハブ２６に接続されると同時に、本実施形態の基地局２８は、データベース３
０に接続される。データベース３０は、ヒストリックジオロケーショントラフィック仕様
を記憶する。他の実施形態では、ＤＡＳは、データベース３０を備えないものとされ得る
。端末３２としてラベルを付けられ、本実施形態では携帯電話機として図示された３つの
デバイスは、ＤＡＳ内で動作している。
【０１８３】
　図３のＤＡＳは、トラフィック負荷を監視するのにジオロケーショントラフィックデー
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タを使用し、ジオロケーショントラフィック仕様を提供する。ジオロケーショントラフィ
ック仕様は、ＬＴＥネットワーク仕様とＷｉｆｉネットワーク仕様とを備える。ジオロケ
ーショントラフィック仕様は、デバイスの位置での、第１のネットワークと第２のネット
ワークとに関する１つまたは各デバイスのトラフィック要件を満足させるようにアンテナ
ユニット２０を構成するのに使用される。これは、第１のネットワーク上で動作させるた
めに第１のアンテナユニットまたはアンテナユニットのグループを選択することによって
達成される。これらのアンテナユニットは、それらのそれぞれの位置でのデバイスの第１
のネットワーク要件を満足させるのに十分なカバレージを提供する。第２のアンテナユニ
ットまたはアンテナユニットのグループは、第２のネットワーク上で動作させるために選
択され得る。これらのアンテナユニットは、それらのそれぞれの位置でのデバイスの第２
のネットワーク要件を満足させるのに十分なカバレージを提供する。これらの選択は、獲
得されたジオロケーショントラフィック仕様に基づく。このトラフィック仕様は、アンテ
ナユニット２０から受信された短期ジオロケーショントラフィックデータ、データベース
３０からのヒストリックジオロケーショントラフィックデータ、またはその両方から導出
されるである。代替的には、トラフィック仕様は、アンテナユニット２０から受信された
短期ジオロケーショントラフィック仕様、データベース３０からのシトリックジオロケー
ショントラフィック仕様、またはその両方を備えることができる。
【０１８４】
　図３の実施形態では、ＤＡＳは、２つのネットワーク上すなわち２．１ＧＨｚのＬＴＥ
（セルラーネットワークの例として使用される）上と５ＧＨｚのＷｉｆｉ上とで動作する
ように構成される。しかし、本開示の一実施形態によるＤＡＳは、３つ以上のネットワー
ク上で、ＤＡＳ動作に適切な任意のネットワークと共に動作するように構成され得る。
【０１８５】
　図３のアンテナユニットのそれぞれは、第１のネットワーク上での動作と第２のネット
ワーク上での動作との間で切り替えることができる。したがって、各アンテナユニットは
、第１のタイムスロット中に第１のネットワーク（たとえば、Ｗｉｆｉ）上で動作し、そ
のカバレージを提供でき、第２のタイムスロット中に第２のネットワーク（たとえば、Ｌ
ＴＥ）上で動作し、そのカバレージを提供できるように構成される。しかし、いくつかの
実施形態では、制限された数のアンテナユニット（たとえば、１つ）だけが、第１のネッ
トワークと第２のネットワークとの上で動作し、その間で切り替えることができるように
構成され得る。
【０１８６】
　端末３２は、ＤＡＳを使用するデバイスである。端末は、ＬＴＥとＷｉｆｉとを使用す
ることのできる携帯電話機として図示されているが、Ｗｉｆｉネットワーク上で動作する
「ステーション」（ＳＴＡ）、たとえばラップトップ、またはＬＴＥネットワーク上で動
作するユーザ機器（ＵＥ）など、ネットワークのうちの少なくとも１つの上でトラフィッ
ク負荷に寄与する任意の１つまたは複数のデバイスを表す。当然、ほとんどの応用例では
、より多くの数の端末が、一度にアクティブになり、監視される。端末３２は、モバイル
であり、したがって、ＤＡＳの地理的範囲の中で自由に動きまわる。本実施形態では、基
地局２８は、アンテナユニット２０から短期ジオロケーショントラフィック仕様を周期的
に受信する。
【０１８７】
　ジオロケーショントラフィック仕様は、ジオロケーショントラフィックデータから作り
出され、ジオロケーショントラフィックデータを使用している。本実施形態のジオロケー
ショントラフィックデータは、既存のシグナリングプロトコル、たとえば、ＬＴＥネット
ワーク上のＵＥの位置とそのＵＥからのトラフィック要件とを分析するための「ＮＡＳア
タッチ要求」パラメータ、ならびに関連する技術標準規格、たとえばＩＥＥＥ標準規格８
０２．１１－２０１２で詳細に議論される、Ｗｉｆｉ方法のためのＡＤＤＴＳ．ｒｅｑｕ
ｅｓｔ／ｒｅｓｐｏｎｓｅシグナリングを備える。ＱｏＳシグナリングパラメータは、考
慮に入れられ、ジオロケーショントラフィック仕様に織り込まれる。他のシグナリング技
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法も、本実施形態と共に使用するのに適する可能性がある。
【０１８８】
　本実施形態では、ＤＡＳを使用する端末３２から受信されたジオロケーショントラフィ
ックデータは、アンテナユニット２０内で記憶される。このジオロケーショントラフィッ
クデータは、収集され、累積され、ジオロケーショントラフィック仕様として基地局２８
に周期的に送られる。このジオロケーショントラフィック仕様は、基地局２８が、特定の
位置での短期トラフィック要件を満足させるためにアンテナユニット２０を再構成するこ
とを可能にする。本実施形態では、ジオロケーショントラフィックデータは、実質的にリ
アルタイムで受信される。したがって、短期ジオロケーショントラフィック仕様は、実質
的にリアルタイムジオロケーショントラフィック仕様である。
【０１８９】
　図３の実施形態では、基地局２８は、データベース３０からヒストリックジオロケーシ
ョントラフィック仕様をも受信する。これは、リアルタイムトラフィック仕様の推定値と
して使用され得る、過去からのジオロケーショントラフィック仕様である。
【０１９０】
　図３のタイムスロット１において、端末１、２、および３（３２ａ、３２ｂ、３２ｃ）
は、すべて、第１のクラスタ２４ａによってカバーされる地理的エリア内のＷｉｆｉネッ
トワーク上で動作している。このタイムスロットの間、クラスタ１のアンテナユニット２
０のすべては、Ｗｉｆｉネットワーク上で動作しており、したがって、Ｗｉｆｉネットワ
ークカバレージを提供している。この時には、ＬＴＥネットワークの需要はなく、したが
って、アンテナユニット２０のいずれもが、ＬＴＥネットワークカバレージの提供専用で
はない。さらに、タイムスロット１の間のトラフィック負荷全体が、第１のクラスタ２４
ａの地理的エリア内に配置され、したがって、第２のクラスタ２４ｂは、アクティブ化さ
れない、すなわち、第２のクラスタ２４ｂのアンテナユニット２０のいずれもが、どちら
のネットワーク上でも動作していない。いくつかの実施形態では、非アクティブクラスタ
（すなわち、ネットワークカバレージを提供することを要求されないクラスタ）は、低電
力モードに入り、非アクティブ化され、オフに切り替えられ、または１つのもしくはマル
チプルなネットワーク上で動作し続けることができる。
【０１９１】
　タイムスロット２の間に、端末１（３２ａ）は、ＬＴＥネットワークのカバレージを要
求する。端末１、２、および３の位置は、タイムスロット１の位置から変化していない。
【０１９２】
　タイムスロット２のトラフィック獲得サブスロット中に両方のクラスタ２４ａおよび２
４ｂのアンテナユニット２０とデータベース３０とからジオロケーショントラフィック仕
様を受信した基地局２８は、ジオロケーショントラフィック仕様を満足できるアンテナユ
ニット２０構成を決定する。これを行うために、ＤＡＳは、依然として端末２および３（
３２ｂ、３２ｃ）にＷｉｆｉカバレージを提供しながら、端末１（３２ａ）にＬＴＥネッ
トワークカバレージを提供しなければならない。基地局２８は、ＬＴＥネットワーク上で
動作させるために第１のクラスタ２４ａの中央のアンテナユニット２０を選択し、これを
Ｗｉｆｉネットワークから切り替える。これは、ジオロケーショントラフィック仕様に反
映された、それぞれの位置でのＬＴＥネットワーク要件を満足させる。
【０１９３】
　いくつかの実施形態では、アンテナユニットのすべてが第１のネットワーク上で動作し
ている場合、第２のネットワークについてのジオロケーショントラフィックデータは、ア
ンテナユニットのうちの１つが第１のネットワーク上と第２のネットワーク上との両方で
動作できる場合に限って、アンテナユニットによって入手可能である可能性がある。
【０１９４】
　ヒストリックジオロケーショントラフィック仕様は、短期ジオロケーショントラフィッ
ク仕様が（したがって、短期ジオロケーショントラフィックデータが）利用可能である場
合であっても、ジオロケーショントラフィック仕様を満足させることのできるアンテナユ
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ニット構成を決定するのに使用され得る。これは、第１のネットワーク上でのみ動作する
アンテナユニットを有するＤＡＳが、第２のネットワークについての短期のまたはリアル
タイムのジオロケーショントラフィックデータがアンテナユニット（第１のネットワーク
上での動作に制限された）のいずれによっても受信できない場合であっても、第２のネッ
トワークのトラフィック要件を満足させるために第２のネットワークのカバレージをも提
供するために適合または更新することを可能にすることができる。
【０１９５】
　アンテナユニットおよびネットワークが選択されたら、アンテナユニットは、選択をし
かるべく実施する。したがって、この構成は、ＤＡＳを使用する端末３２に両方のネット
ワークのカバレージを提供する。したがって、カバレージが最適化される。これは、タイ
ムスロット２のアンテナおよびアンテナ選択サブスロット中に行われる。
【０１９６】
　その後、端末３２は、第３のデータ送信サブスロット中にＤＡＳを介して送信および／
または受信する。本実施形態は、上記のいわゆるトラフィック選択送信（traffic-select
ion-transmission）タイムスロット方式（図６を参照してより詳細に説明される）を利用
するが、本明細書で説明される方式に限定されるとは感じられない、本開示の実施形態を
実施するのに適する他の方式がある。
【０１９７】
　上記の例では、アンテナ選択は、したがってアンテナ構成は、短期ジオロケーショント
ラフィック仕様に基づく。何らかの理由で、短期トラフィックデータが利用可能ではなく
、したがって、短期ジオロケーショントラフィック仕様が利用可能ではない場合には、選
択は、データベースから受信されたヒストリックジオロケーショントラフィック仕様に基
づいて行われる。しかし、いくつかの実施形態では、アンテナ選択は、好ましくは、両方
のタイプのジオロケーショントラフィック仕様の組合せに基づくものとされ得る。
【０１９８】
　短期ジオロケーション要件が利用可能ではなく、ヒストリックジオロケーショントラフ
ィック仕様がトラフィック負荷データベース３０から入手可能ではないが、アンテナユニ
ットまたはアンテナユニットのグループが、第１のネットワーク上および／または第２の
ネットワーク上で動作させるために以前に選択されたことがある場合には、コントローラ
は、現在のアンテナユニット構成を維持する。短期ジオロケーショントラフィック仕様が
利用可能ではなく、ヒストリックデータが利用可能ではなく、アンテナユニットのどれも
が、第１のネットワーク上または第２のネットワーク上のいずれかで動作させるために以
前に選択されたことがない（たとえば、ＤＡＳを開始する最初のステップである）場合に
は、本実施形態の基地局は、第１のネットワーク上および／または第２のネットワーク上
で動作させるためにアンテナユニットをランダムに選択する。
【０１９９】
　ここでタイムスロット３を見ると、端末１（３２ａ）は、タイムスロット２から変更さ
れず、端末２（３２ｂ）は、今は、第２のアンテナユニットクラスタ２４ｂの地理的エリ
ア内になるように位置を移動し終えており、Ｗｉｆｉネットワークを使用しており、端末
３（３２ｃ）は、第２のクラスタ２４ｂの範囲内でＬＴＥネットワークを使用している。
【０２００】
　端末３２ａ、３２ｂ、３２ｃは、ジオロケーショントラフィックデータをアンテナユニ
ット２０に送信する。その後、アンテナユニット２０は、ジオロケーショントラフィック
仕様を基地局２８に送信する。基地局２８は、ジオロケーショントラフィック仕様を受信
した後に、ＬＴＥネットワーク要件とＷｉｆｉネットワーク要件とが満足され、端末２０
のすべてがカバレージを提供され、それらの選択されたネットワーク上で送信し、および
／または受信することができるように、第１のネットワーク上と第２のネットワーク上と
で動作させるためにアンテナユニットまたはアンテナユニットのグループを選択すること
によって、アンテナユニット２０を構成する。これは、Ｗｉｆｉカバレージが端末２（３
２ｂ）のために提供され、ＬＴＥカバレージが端末３（３２ｃ）のために提供されるよう
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に、第２のクラスタ２４ｂをアクティブ化することと、その中のアンテナユニット２０を
構成することとを含む。タイムスロット２中の第１のクラスタ２４ａの構成が、タイムス
ロット３の送信要件に十分なカバレージを提供するので、第１のクラスタの構成は、タイ
ムスロット２とタイムスロット３との間で変化しない。しかし、他の実施形態では、クラ
スタ３内のアンテナユニット２０の構成は、それらが電力出力を最小にするためにもはや
端末２と３とにカバレージを提供する必要がないので、変化することができる。
【０２０１】
　図４は、第１のタイムスロットおよび第２のタイムスロットにおける一実施形態による
さらなるＤＡＳを示す。図４のＤＡＳは、アンテナユニット２０の５つのクラスタ２４を
備え、各クラスタ２４は、図３と同様にハブユニット２６に接続される。最初の２つのク
ラスタ２４ａ、２４ｂは、第１の基地局２８ａに接続され、第３、第４、および第５のク
ラスタ２４ｃ、２４ｄ、２４ｅは、第２の基地局２８ｂに接続される。２つの基地局２８
は、お互いにならびにトラフィック負荷データベース３０に接続される。各基地局２８は
、コントローラを備え、他の基地局の挙動を協調させるために他の基地局と通信すること
ができる。
【０２０２】
　図４のＤＡＳは、図３のＤＡＳに類似する形で動作し、各基地局２８は、ＤＡＳ上のネ
ットワーク上で動作するデバイスからまたは共有されるトラフィックデータベース３０か
ら発するジオロケーショントラフィック仕様を獲得する。その後、基地局２８は、第１の
（および後続の）ネットワーク上で動作させるためにアンテナユニットまたはアンテナユ
ニットのグループを選択し、ハブ２６を介してこの選択を実施する。しかし、図４の実施
形態では、各アンテナユニットは、３つのネットワークすなわち、２．１ＧＨｚのＬＴＥ
と５ＧｈｚのＷｉｆｉと２．４ＧｈｚのＷｉｆｉとを動作させ、そのカバレージを提供す
ることができるように構成される。さらに、２つの基地局は、アンテナ選択を集合的に担
う。図４では、２つの基地局は、ＤＡＳを使用するデバイスのネットワークカバレージが
提供され、最適化されるように、ＤＡＳ全体にわたる第１のネットワーク上、第２のネッ
トワーク上、または第３のネットワーク上で動作させるためにアンテナユニットを選択す
るために、互いに協調する。
【０２０３】
　図５は、それぞれが３つのネットワーク上で動作可能であるアンテナユニット２０のク
ラスタ２４の例の構成と、３つのネットワークのうちの１つの上で動作させるために異な
るアンテナユニットまたはアンテナユニットのグループを選択することによって、クラス
タ２４がこれらの構成の間でどのようにして切り替えることができるのかとを示す。図５
に示された任意のクラスタ２４は、本明細書で説明される実施形態のいずれかに従ってＤ
ＡＳ内に実装され得る。
【０２０４】
　図６は、上記のシステムを実装するためのまたは一実施形態によるコントローラ上で動
作するための、一実施形態による方法を示すフロー図である。この方法は、トラフィック
選択送信（ＴＳＴ）タイムスロットの周期的実行を備える。ＴＳＴタイムスロットが実行
されるたびに、アンテナユニットが選択され得、したがって、クラスタおよびアンテナ構
成（アンテナ選択）が変化し得る。したがって、この配置は、かなり高いフレキシビリテ
ィを提供し、ＤＡＳが、ＤＡＳ上でアクティブなデバイスから受信された短期トラフィッ
クデータに基づいて（最適化された）カバレージを提供するために頻繁に適合することを
可能にする。
【０２０５】
　図６のＴＳＴタイムスロットは、３つサブスロット、すなわち、トラフィック獲得サブ
スロット４０と、アンテナユニットまたはアンテナユニットのグループ選択サブスロット
（「アンテナ選択サブスロット」）５０と、データ送信サブスロット６０とを備える。第
１のサブスロットは、トラフィック獲得サブスロット４０である。トラフィック獲得サブ
スロット４０中に、コントローラ（しばしば、基地局）は、ジオロケーショントラフィッ
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ク仕様を受信する。第２のサブスロットは、アンテナ選択サブスロット５０である。アン
テナ選択サブスロット５０中に、コントローラは、第１のネットワーク上で動作させるた
めにアンテナユニットまたはアンテナユニットのグループを選択する。コントローラは、
第２、第３、第４、または第ｎのネットワーク上で動作させるためにアンテナユニットま
たはアンテナユニットのグループを選択することもできる。アンテナ選択は、アンテナ選
択サブスロット５０中に実施され得る。したがって、最適のアンテナユニット構成は、ア
ンテナ選択サブスロット５０中に決定される。第３のサブスロットは、データ送信サブス
ロット６０である。データ送信サブスロット６０中に、ＤＡＳ上で動作するデバイスは、
ネットワークを介してデータを送信し、および／または受信する。データ送信サブスロッ
ト６０は、トラフィックフローレートが示す場合に、データ送信サブスロット６０の長さ
がこれによって変更され得る監視するステップを備えることもできる。データ送信サブス
ロット６０が完了した後には、トラフィックサブスロット４０が開始される。
【０２０６】
　上で議論されたように、ＴＳＴタイムスロットは、トラフィック獲得サブスロット４０
から始まる。トラフィック獲得サブスロット４０が開始すると、トラフィックデータベー
スは、それが利用可能であるかどうか、すなわち、ヒストリックジオロケーショントラフ
ィック仕様がそれから獲得され得るかどうかを調べるために、チェックされる４２。トラ
フィックデータベースが利用可能である場合には、コントローラは、データベースからヒ
ストリックジオロケーショントラフィック仕様を受信する４４。ヒストリックジオロケー
ショントラフィック仕様が受信されたら、またはデータベースが利用可能でない場合、コ
ントローラは、ＤＡＳ上で動作するデバイス（たとえば、図６の実施形態ではＵＥ／ＳＴ
Ａ）からの短期トラフィックが利用可能であるかどうかをチェックする４６。したがって
、コントローラは、データベースからのトラフィックの利用可能性にかかわらず、ＤＡＳ
上で動作するデバイスから受信されたジオロケーショントラフィックデータに基づいて、
アンテナユニットから短期ジオロケーショントラフィック仕様を受信することを試みる。
ＵＥ／ＳＴＡからのトラフィックが利用可能である場合には、短期ジオロケーショントラ
フィック仕様が、そこから獲得されまたは導出される４８。
【０２０７】
　トラフィック獲得サブスロット４０の後に選択サブスロット５０が続く。少なくとも１
つのタイプのジオロケーショントラフィック仕様が獲得された場合、すなわち、データベ
ースからのヒストリックジオロケーショントラフィック仕様、ＵＥ／ＳＴＡからの短期ジ
オロケーショントラフィック仕様、またはその両方が獲得された場合、コントローラは、
受信されたトラフィック仕様に基づいて第１のネットワーク上で動作させるためにアンテ
ナユニットを選択する５２。図６の実施形態では、ハイブリッドＢＳが、受信されたジオ
ロケーショントラフィック仕様に基づいて、第１のネットワーク上で動作させるためにア
ンテナユニットまたはアンテナユニットのグループを選択する。ハイブリッドＢＳは、獲
得されたジオロケーショントラフィック仕様に基づいて、第２の、第３の、またはさらな
るネットワーク上で動作させるために、さらなる１つのまたはさらなるマルチプルな、ア
ンテナユニットまたはアンテナユニットのグループを選択することができる。アンテナユ
ニットは、それぞれ、デバイスの位置での第１のおよび後続のネットワークに関して表さ
れたそのまたは各々のデバイスのトラフィック要件を満足させるように選択され得る。
【０２０８】
　本実施形態では、下記の状況の間で区別し、しかるべくクラスタ内の特定のネットワー
クに関してアンテナユニットを選択する：すべてＬＴＥのサービスが要求された－－ＬＴ
Ｅアンテナユニットクラスタ；すべてＷｉｆｉのサービスが要求された－－Ｗｉｆｉアン
テナユニットクラスタ；ＬＴＥが多数のサービスが要求された－－ハイブリッドＬＴＥ／
Ｗｉｆｉアンテナユニットクラスタ；Ｗｉｆｉが多数のサービスが要求された－－ハイブ
リッドＷｉｆｉ／ＬＴＥアンテナユニットクラスタ；サービスが要求されなかった－－ク
ラスタゾーンを非アクティブ化する。アンテナユニットまたはアンテナユニットのグルー
プは、第１の（および第２などの）ネットワークのカバレージがＤＡＳを使用するデバイ
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スに提供されるように、選択される。
【０２０９】
　ジオロケーショントラフィックデータ（したがって、ヒストリックまたは即時の（imme
diate）ジオロケーションベースのジオロケーショントラフィック仕様）が受信されなか
った場合に、ハイブリッドＢＳは、トラフィックデータを全く使用せずにアンテナユニッ
トを構成５４しなければならない。現在のＴＳＴタイムスロットが初期タイムスロットで
ある（たとえば、ＤＡＳが開始されたばかりであり、どのアンテナユニットも、どのネッ
トワーク上でもアクティブではない）場合には、ハイブリッドＢＳは、第１、第２などの
ネットワーク上で動作させるためにアンテナユニットをランダムに選択する。現在のＴＳ
Ｔタイムスロットが初期スロットではない場合には、現在のアンテナユニット構成に対す
る変更は行われない（すなわち、どのアンテナユニットもが、ネットワークを切り替えず
、アクティブ化せず、非アクティブ化しない）。
【０２１０】
　データ送信サブスロット６０は、第３のサブスロットである。アンテナユニットが選択
サブスロット５０で構成された後に、データ送信サブスロット６０が始まる。データ送信
サブスロット６０中に、データが、アクティブクラスタゾーン内のアンテナユニットを介
して送信されおよび／または受信される６２。その後、決定６４が、すべてのサービスが
終了したかどうかを決定する。そうである場合には、プロセスは終了する６６。そうでは
なく、デバイスがまだＤＡＳ上でアクティブである場合には、次のトラフィックサブスロ
ット４０が到着したかどうかを確かめるために、さらなる決定６８が行われる。
【０２１１】
　次のトラフィック獲得サブスロット４０が到着した場合には、トラフィック獲得サブス
ロット４０がもう一度開始され、トラフィックデータベースの利用可能性がチェックされ
る４２。次のトラフィック獲得サブスロット４０が到着していない場合には、トラフィッ
クフローレートが計算され、データ送信サブスロット６０の長さが再構成される７０。サ
ブスロットの長さのこの再構成７０は、タイムスロットのすべての反復中に発生しない場
合がある。再構成は、シグナリングオーバーヘッドとデータ送信との間のトレードオフを
最大効率まで最適化することができる。再構成ステップ７０は、特定の実施形態では省略
され得る。
【０２１２】
　再構成ステップ７０が行われた後に、すべてのサービスが終了したかどうかに関する決
定６４が実行される。
【０２１３】
　各サブスロットの持続時間は、事前に決定されるが、トラフィックフローレートの計算
７０に基づいて再構成され得る。たとえば、データ送信サブスロット６０の終りに、すべ
てのサービスが終了したわけではない場合には、次のトラフィック獲得サブスロット４０
が始まり、データ送信が一時停止される。すべてのデータ送信が完了する場合に限って、
新しいトラフィック獲得サブスロット４０は、データ送信サブスロットの後に開始しない
。
【０２１４】
　図７は、コントローラ１１０を備える一実施形態によるＤＡＳを概略的に示す。コント
ローラ１１０は、一実施形態によるプロセッサ１１２を備える。コントローラ１１０は、
データベース１１４に動作可能に結合され、このデータベース１１４から、ヒストリック
ジオロケーショントラフィック仕様を受信することができる。ＤＡＳは、２つのアンテナ
ユニット１１６を備えるものとして図示されている。５つのデバイス１１８が、ＤＡＳを
使用している。
【０２１５】
　各デバイス１１８は、ジオロケーショントラフィックデータ１２０をアンテナユニット
１１６に送る。このジオロケーショントラフィックデータ１２０は、周期的に、またはデ
バイス１１８があるアンテナユニット１１６の位置から別のアンテナユニットの位置に移
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動するときに限って、送られ得る。このジオロケーショントラフィックデータは、ＮＡＳ
アタッチ要求またはＡＤＤＴＳ．ｒｅｑｕｅｓｔおよびＡＤＤＴＳ．ｒｅｓｐｏｎｓｅな
どのＡＤＤＴＳシグナリングパラメータであり得る。
【０２１６】
　アンテナユニット１１６は、受信されたジオロケーショントラフィックデータ１２０（
すなわち、短期ジオロケーショントラフィックデータ）を収集し、収集されたジオロケー
ショントラフィックデータを短期ジオロケーショントラフィック仕様１２２としてコント
ローラ１１０のプロセッサ１１２に送信する。各アンテナユニット１１６は、周期的タイ
ムスロットのトラフィック獲得サブスロット中に周期的にこのジオロケーショントラフィ
ック仕様１２２を送信する。コントローラ１１０は、ヒストリックジオロケーショントラ
フィック仕様をもデータベース１１４から受信する。
【０２１７】
　短期ジオロケーショントラフィック仕様は、また、ヒストリックジオロケーショントラ
フィック仕様としての潜在的な将来の使用のために記憶するために、データベース１１４
によって受信され得る。
【０２１８】
　コントローラ１１０は、各ネットワークのジオロケーションネットワーク要件が関連す
る位置で満足されるように、各ネットワーク上で動作させるためにアンテナユニット１１
６を選択するのに、各アンテナユニット１１６から受信されたジオロケーショントラフィ
ック仕様１２２を使用する。
【０２１９】
　短期ジオロケーショントラフィックデータ１２０が全くない場合、アンテナユニット１
１６は、短期ジオロケーショントラフィック仕様１２２を提供することができない。その
後、コントローラ１１０は、各ネットワーク上で動作させるためにアンテナユニット１１
６を選択するのに、データベース１１４から受信されたヒストリックジオロケーショント
ラフィック仕様を使用することができる。
【０２２０】
　図８は、一実施形態による方法を示すフロー図である。この方法は、分散アンテナシス
テム（ＤＡＳ）を管理するためのものであり、ＤＡＳは、複数のアンテナユニットを備え
、各アンテナユニットは、第１のネットワークを定義する第１の周波数帯で動作可能であ
る。
【０２２１】
　この方法は、ジオロケーショントラフィック仕様を受信すること１３０を備える。この
ジオロケーショントラフィック仕様は、ＤＡＳを使用するデバイスの位置の表示とデバイ
スのトラフィック要件とを備える。その後、第１のネットワーク上で動作させるために、
アンテナユニットが選択される１３２。選択は、受信されたジオロケーショントラフィッ
ク仕様に基づいて行われ、アンテナユニットまたはアンテナユニットのグループは、デバ
イスの位置での第１のネットワークに関するデバイスのトラフィック要件を満足させるよ
うに選択される。
【０２２２】
　この方法のさらなる反復が実施され得る１３４。この方法は、周期的に実施され得、さ
らなるステップを備えることができ、これによって、第２のまたは後続のアンテナが、第
２のまたは後続のネットワーク上で動作させるために選択される。
【０２２３】
　図９は、一実施形態によるタイムスロットの実装形態を概略的に示す。
【０２２４】
　水平の帯８２、８４、８６、８８は、異なるネットワークであり、この実施形態では、
Ｗｉｆｉ１ネットワーク８２と、Ｗｉｆｉ２ネットワーク８４と、Ｗｉｆｉ３ネットワー
ク８６と、ＬＴＥネットワーク８８とである。異なるネットワークは、異なる周波数帯で
動作する。ｘ軸は、時間を表す。この図は、一実施形態によるコントローラを備えるハイ
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ブリッドＢＳコントローラユニット９０の動作をも示す。
【０２２５】
　周期的ビーコンスロットが、Ｗｉｆｉネットワークごとに示されている。各Ｗｉｆｉネ
ットワーク８２、８４、８６内のビーコンスロットの間の時間は、異なる。
【０２２６】
　コントローラユニット９０は、４つのネットワークを提供するすべてのアンテナユニッ
トに、「ＴＳ．ｒｑ」９２中にトラフィック仕様要求を送出する。これに応答して、すべ
てのアンテナユニットが、「ＴＳ」９４中にジオロケーショントラフィック仕様を応答す
る。このトラフィック仕様９４は、ジオロケーショントラフィックデータを備える。本実
施形態では、３つのＷｉｆｉチャネル８２、８４、８６上で動作するアンテナユニットは
、ＡＤＤＴＳデータを応答し、ＬＴＥネットワーク８８上で動作するアンテナユニットは
、ＮＡＳアタッチ要求を応答する。代替実施形態では、アンテナユニットは、このジオロ
ケーショントラフィックデータから導出されるがこれを含まないジオロケーショントラフ
ィック仕様を応答することができる。
【０２２７】
　コントローラユニット９０は、ジオロケーショントラフィック仕様９４の受信を肯定受
信するために、「ＴＳ．ｒｐ」９６中にトラフィック仕様応答を送る。トラフィック仕様
９４が受信された後に、アンテナ選択に関する決定が行われ、これによって、アンテナユ
ニットまたはアンテナユニットのグループが、それぞれ第１の、第２の、または後続のネ
ットワーク上で動作させるために選択される。アンテナ選択要求は、「ＡＳ．ｒｑ」９８
中に、すべてのアンテナユニットまたはアンテナ選択によって影響されるすべてのアンテ
ナユニットに送られる。この要求は、どのアンテナユニットがどのネットワーク上で動作
する必要があるのかに関する命令を含む。
【０２２８】
　アンテナ選択要求を受信しているアンテナユニットは、「ＡＳ」１００中にアンテナ選
択を実施する。この実施は、アンテナユニットが第１のネットワーク上での動作から第２
のネットワークに変更することまたはアイドルモードに入るかこれから出ることを必要と
する可能性がある。
【０２２９】
　アンテナ選択が実施された後に、デバイスは、「ＤＡＴＡ」１０２中にネットワークを
介してデータを送信し、および／または受信する。
【０２３０】
　図１０は、３ＧＰＰ（登録商標）のＬＴＥワイヤレス通信標準規格のシステムアーキテ
クチャ発展のサブコンポーネントの間の通信を概略的に示す。この図は、ＮＡＳ相互作用
手順を示す。
【０２３１】
　図１１は、たとえばＮＡＳプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）内で与えられるトラフ
ィック要求メッセージの例を示す。
【０２３２】
　下の表１および表２は、サービス品質（ＱｏＳ）トラフィック要件がジオロケーション
トラフィック仕様内でどのように実施され得るのかを示し、ジオロケーショントラフィッ
クデータは、それぞれ第１のタイムスロットと第２のタイムスロットとで分類され、優先
順位を付けられ得る。下の表は、アンテナユニットが第１のネットワーク（Ｗｉｆｉ）上
と第２のネットワーク（ＬＴＥ）上とで動作可能なＤＡＳのデータを表す。
【０２３３】
　これらの表は、一実施形態によるジオロケーショントラフィック仕様の潜在的なフレー
ムワークを概略的に示す。表は、２つのネットワークすなわちＷｉｆｉネットワークとＬ
ＴＥセルラーネットワークとに分割される（したがって、この２つのネットワークのジオ
ロケーショントラフィック仕様情報を含む）。表は、複数のエリアすなわちエリア１から
３に分割される。したがって、トラフィック要件は、エリアによって分類される。各エリ
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れる（「セルＩＤ」法）。
【０２３４】
　表内で表されるデバイスのネットワークと位置とに関する情報を提供すると同時に、デ
バイスのトラフィックの優先順位の表示も提供される。これは、Ｗｉｆｉを使用するデバ
イスのユーザ優先順位と、ＬＴＥネットワークを使用するデバイスのＱｏＳクラス識別子
（ＱＣＩ）とによって表される。上記の情報のすべてが、ジオロケーショントラフィック
データ、たとえばＬＴＥネットワークのＮＡＳアタッチ要求およびＷｉｆｉネットワーク
のＡＤＤＴＳ．ｒｅｑｕｅｓｔ／ｒｅｓｐｏｎｓｅｓ内で実施され、これによって提供さ
れ得る。下の表内では、１４個のデバイスの情報が提供される。しかし、同様のフレーム
ワークが、単一のデバイスからＤＡＳを使用するすべてのデバイスまでの任意の数のデバ
イスのジオロケーショントラフィック仕様フレームワークとして使用され得る。
【０２３５】
　そのような優先順位付けを処理するための特定のプロトコルは、技術標準規格（たとえ
ば、ＷｉｆｉのＩＥＥＥ標準規格８０２．１１－２０１２）で定義され、本明細書で説明
される実施形態内などで実施され得る。
【０２３６】
　これらの表は、デバイスがＤＡＳの周囲を移動し、そのトラフィック要件を変更するこ
との影響をも示す。表１は、第１のタイムスロット中のデバイストラフィック仕様を示す
。表２は、第２のタイムスロット中のデバイストラフィック仕様を示す。明白であるよう
に、ネットワーク、位置、およびＱｏＳ要件は、経時的に変化し得る。

【表１】
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【０２３７】
　特定の実施形態が説明されたが、これらの実施形態は、例として提示されたものであっ
て、本発明の範囲を限定することを意図したものではない。実際、本明細書で説明される
新規の方法、デバイス、および装置は、様々な他の形で具現化され得、さらに、本明細書
で説明される方法および装置の形態における様々な省略、置換、および変更は、本発明の
趣旨から逸脱せずに行われ得る。添付の特許請求の範囲およびその均等物は、本発明の範
囲と趣旨とに含まれるそのような形態または変更を包含することが意図されている。
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【図６】 【図７】
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【図１０】 【図１１】
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